ーまず、お二方の経歴をご紹介さ
せていただきます。
濱砂重仁様。長崎大学医学部を
卒業されまして、宮崎医科大学第
二外科、国民健康保険田野町立田
野病院、昭和五十八年には市民の
森病院を開院されまして、社会医
療法人善仁会会長並びに社会福祉
法人善仁会理事長をされておりま
す。現在は、地方独立行政法人西
都児湯医療センターの理事長も務
めていらっしゃいます。東米良創
生会の理事長を兼任されておりま
す。通称、東米良では 「東米良の
赤ひげ先生」と呼ばれております。
続きまして、
黒木定藏様。西米良村の助役を経
て、一九八八年には西米良村の村
長を六期続けてまいられ、今年度
退任をされておられます。
在任中は二〇〇三年、内閣府国
土交通省を中心とした観光カリス
マ百選選定委員会より、観光カリ
スマに選定されております。また、
小川作小屋村の運営、村有林を売
却され、七十五歳以上の高齢者を
対象に、東京方面への旅行を行う、
【平成の江戸見物】を企画 ・実施
されました。こちらにつきまして
は、テレビ等でも上映されました
ので、ご覧になられた方も多いか
と思います。また、二十～三十代
の若者男女三十名にドイツ ・スイ
スを中心としてヨーロッパの中山
間を視察してもらい、将来の村づ
くりに役立ててもらう 【西米良村
次世代育成海外研修 明日への
翼】を企画 ・実施されました。他
にもたくさんの功績を残されてお
ります。村内、官公庁、色んな方
に通称 「ぞうさん」の愛称で親し
まれておられます。

×

黒木定藏氏

Higashimera

前西米良村長・当法人新理事
特定非営利活動法人東米良創生会
理事長

濱砂重仁氏

ーそれでは 【濱砂重仁 ・黒木定
藏、東西米良対談】を始めさせて
いただきます。よろしくお願いし
ます。
重 「定藏さんとは昔からよく存じ
上げている仲ですが、今回、退任
されましたが、非常にご苦労をな
さったと思います。西米良村長を
退任されて、思い出といいましょ
うか、どういった大変さだったで
しょうか。」
定 「当期二十四年、こんな長くや
るとは全然予想だにしなかったの
ですが、結果的にそういう期間に
なりました。
西米良村長をやらせていただい
て、本当に幸せだったなと、すご
く私は恵まれていたなと、そのよ
うに思います。辞めまして感じる
ことは、村民の皆さんが一生懸命、
村づくりの為に取り組んでいただ
いたことへの感謝、それが第一で
ございます。今は荷物をちょっと
下ろしたような気も致しておりま
す。
ところで今日、東米良創生会に
初めて来まして、すごく感動しま
した。私も西米良で一生懸命やっ
てきたつもりですが、この東米良
地区の皆さん、そして創生会メン
バーの皆さん、しっかり取組んでい
らっしゃること、素晴らしく思い
ました。
その取組み等の状況につきまし
て、先生からご指導いただければ
と。」
重 「約二十年前になります。瓢箪
淵に東米良診療所があったのです

が、診療所が潰れそうになり、医
。その
者がいなくなってしまう …
時、当時の市長、日野市長がよろ
しければ診療所をお願いできない
か言われまして、急を要する事で
したので、お引き受けすることを
申し上げますと日野市長が本当に
喜んでくださいました。
その時の東米良を見てみますと、
人口減少もさることながら、事業
やそういったものが本当に寂れて
いくなという気持ちがありまして。
その時から東米良をなんとかせな
いかんと。そういう気持ちで、ずっ
と診療に携わってきました。
私の祖父母、それから親父おふ
くろから、東米良では 『教育の為
なら山を売ってでもしろ』という
格言があると聞いていました。色々
聞いてみますと、西米良村の小川
の米良小学校が、宮崎県で初めて
できた小学校だったんですね。東
米良の岩井谷小学校が二番目にで
きた。東米良、西米良村の小学校
が初めてっていうのに感動しまし
た。」
定 「そうですね。明治になってす
ぐに小川に弘文館というところが
できまして、百名ほどの子どもた
ちがすぐに集まったようです。今
はもう観光地ですけど、教育の場
の根幹を開いていましたから、看
板を書き換えるだけで、すぐに市
の講師を配置し、米良小学校とい
うのができたんです。その次の年
に岩井谷小学校ができました。」

―

重 「こんな山奥に、こういう中で
よくできたなと私は思います。
またこの山を守るということは、
―十六ページへ続く
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東西米良対談
宮崎県 宮崎市 佐土原町東上那珂１７５８８−２３
TEL

0985-72-7715

特定非営利活動法人東米良創生会
理事長

濱砂重仁氏

前西米良村長、当法人新理事
×

黒木定藏氏

黒木定藏氏（前西米良村長）講演会のお知らせ
（カリコボーズの休暇村・米良の庄）

平成の桃源郷を目指す村づくり
〜幸せ度を高い村を目指して〜

黄色：断ち切りエリア（断裁後処分されるエリア）

赤色：断裁エリア（仕上がりエリア） 各
長
いた より一言
2022 年度東米良地域づくり協議会役員紹介
だ
きま

した

東米良地域づくり協議会
現在の人口

ひがしめら通信

お知らせ
４月２３日（土）
山がっこ 「魚釣り」
【延期】５月 28 日 ( 金 )
４月２４日（日）
東米良地域づくり協議会総会
( 書面決議）
尾八重地区活性化
プロジェクト会議日程
（10 〜 12 時）
6 月 11 日 岩井谷公民館
7 月 09 日
東米良支所
8 月 20 日 尾八重眺峰館
東米良地区地域計画策定アンケー
トの冊子が完成しました。東米良
創生会ホームページにて閲覧でき
ます。

（令和４年４月１日時点）

【人口】
西都市 ： 27,902 名
【内高齢者人口】
西都市 ： 11,407 名
【世帯数】
西都市 ： 11,764 戸

東米良 ： 220 名
東米良 ： 140 名
東米良 ： 113 戸

会長（東米良 3 区区長）
副会長（東米良 2 区区長） 副会長（東米良 1 区区長）
坂本光志
横瀬鉄郎
中武 茂
「東米良地域づくり協議会の事業 「Ｉ can !! 」
「東米良 1 区（銀鏡・上揚）の新区
において、地域の皆さまの方の理
長になりまし横瀬と言います。地
想と革新を行い、東米良地区が元
域づくり協議会役員も兼ねます。
気で継続できる状態を作っていけ
東米良地区の存続のために努力・
るよう共に努力しましょう。」
頑張りたいと思いますので宜しく
お願い致します。」

第３号議案

令和4年度東米良地域づくり協議会活動計画(案）

地区名

活動内容
協議会総会

実施日
４月２4日（日）

事業計画・予算・役員人事
ふれあいスポーツ大会

９月

東米良カレンダー企画

11月末完成

全体事業 東西米良交流会（東米良・西米良）
防災会議

青色：文字エリア（目安です）

年２回
11月

ホームページ活用

全体事業

東米良ンド構想検討

通年

東米良deキャンプ事業

通年

地域の安全・安心活動推進モデル地区

令和３年・４年度

農村RMO協議会

通年

東部地区ふるさと交流活動

月1回程度

尾八重地区キャンプ整備事業

通年

東部地区 尾八重地区活性化プロジェクト会議

毎月第2土曜日

東部実行委員会

5月

生活道等整備事業

通年

10月

2月

東部地区実行委員会
西部実行委員会
中部実行委員会
委員長 長友雅章 ※黄色エリアの部分に文字が載っていても
委員長 上米良久通
委員長 中武 勉
「今日まで、そして明日から 「この度、西部地区の役員として選 「過去 2 年間、コロナウイルス感
仕上がり時にはカットされます。
2 年間！大好きな尾八重の
出されましたが、不慣れなもので
染拡大により思うような活動が出
ために頑張りましょう！！」 す。皆様の力を頂きながら、少し
来ない状況でした。東米良の過疎
でも地域、地区の為に頑張りたい
化は年々厳しいものとなってきて
東部地区実行委員会
と思います。よろしくお願い申し
おりコロナの終息を待っていられ
副委員長 中武雅孝
上げます。」
ないと考えます。自然の豊かなこ
の米良を守っていくためにもコロ
西部実行委員会
ナと共存できる体制を築き交流人
副委員長 濵砂修司
口を増やし地域の活性化を図って
いく努力をしていきたいと思いま
すのでご協力をお願い致します。
中部実行委員会
副委員長 中武昭三十

中部地区ふるさと交流活動
中部地区

地域づくり

01

中部地区キャンプ整備事業

通年

中尾・八重地区活性化プロジェクト会議
生活道等整備事業

通年

山がっこ銀上活動

月1回

西部地区ふるさと交流活動

８月

西部地区 西部地区キャンプ整備事業

通年

銀上活性化プロジェクト会議

毎週水曜日

生活道等整備事業

通年

東米良支所長 津曲 晋也
「４月から東米良支所に勤務し
ております。
地域づくり、地区館・自治公民
館関係など、気軽にお声かけい
ただきたいと思います。」

事務局長 濵砂 隆文
「東米良地域づくり協議会の事務局長を引き受けて早
いもので 6 年目を迎えます。コロナ禍の中で 2 年前よ
り思うように活動を行うことが出来ませんでしたが、
コロナの終息を願いつつ今年度も年間スケジュールを
スムーズに行える様に努めていこうと思います。」

02

。

令和４年４月15日

令和４年４月15日

西都銀上学園 学校だより 文責

校長

先日卒業式を終え、本日令和３年度の修了式を迎えました。本年度が滞りなく終えられた
ことに安堵しております。ひとえに保護者・里親・地域の皆様のお陰と感謝しております。
本当に有難うございました。
さて先日の卒業式では、小学生１名、中学生６名が本校を巣立っていきました。みんな山
村留学生で、中には小学４年生から６年間銀上の地で育った生徒もいました。本当に地域の
皆様にはお世話になりました。
３月は別れの月でもあります。小学校５年生の４人の児童も今日で山村留学生活を終え、
地元に帰っていきました。卒業生を含めて１１名の児童生徒が、本校からそれぞれの道を歩
んでいきます。何とも寂しい限りですが、この銀上の地で経験したことを自信にして、今後
の生活に生かして活躍してくれることを切に願っています。

岩下トンネルの銘板は、本校の児童生徒が書きました。
一ツ瀬ダムの所でトンネル工事が進んでいます。半年ほど前建設業者の方が学校に来ら
れ「子どもたちの文字でトンネルの銘板を作りたい」と依頼がありました。トンネルの出
口と入口（どちらが入口︖）に分けて本校に長く在籍した児童生徒に書いてもらいました。
書いた児童生徒にとっては一生の宝物になりま
すね。みなさんも通られるときにぜひご覧くだ
さい。ただ、上に気を取られての運転にはご注
意ください。

６名の先生方お世話になりました。

03

銀上に来たのがつ
い昨日のような気
がしてしまうほど、
地域の方々、豊か
な自然、素直な子
供たちに支えられ
て感謝の気持ちで
小学校
堀田 倫子 いっぱいです。8
西都市立 年間、本当にあり
三財
がとうございまし
小中学校へ た。

先日、映画「銀
鏡」を観て、この
地区の人情の素晴
らしさを改めて実
感しました。この
先も銀上学園が笑
中学校教頭 顔に満ちあふれる
谷口 勇人 ことを願っており
えびの市立 ます。お世話にな
飯野
りました。
中学校へ

2年間理科と家庭
科を担当させてい
ただきました。当
初は不安でいっぱ
いでしたが、子ど
もたちの元気な声
中学校 と銀上の豊かな自
田中 知美 然教材に支えられ
高鍋町立 ました。本当に有
高鍋東 難うございました。
中学校へ

学校だより 文責

校長

山之口善徳

令和４年度もよろしくお願いします。

祝卒業・今日は令和３年度の修了の日でした。

本地区の方々や伝
統文化、農産物な
どのすべてに魅了
されました。この
２年間は、私の教
職生活にとってか
小学校教頭 けがえのない宝物
三角 勝広 となります。新任
川南町立 地でも銀上のＰＲ
山本
をたくさんしたい
小学校へ です。

西都銀上学園

山之口善徳

銀上での3年間は、
生徒たちと向き合
い思い切り自分の
やりたい授業がで
き、幸せな時間で
した。里親さんを
中学校
はじめ、地域の
渡邊 喜子 方々のご協力のお
高鍋町立
かげです。本当に
高鍋東
お世話になりまし
中学校へ
た。

児童生徒の皆さん
の明るく元気な挨
拶はどこにも負け
ません。銀上の自
然豊かな環境の中、
仕事ができ、また、
市職員 地域の方の優しさ
山岡 悦子
にも触れることが
西都市立
できました。あり
三財
保育所へ がとうございまし
た。

あっという間に桜の花も風とともに舞っていき、新緑の中で小鳥のさえずりや小川のせ
せらぎが、新しい出会いを待ち望んでいたかのように聞こえてきます。銀鏡・上揚地区で
２回目の春を迎え、これから始まる子どもたちとの学園ドラマに、夢と希望いっぱいでワ
クワクしています。
本年度も、地域の皆様には、田植えから稲刈り、はちみつや山菜採りなどの銀上地区な
らではの体験活動をはじめ、銀鏡神楽の伝統芸能の継承活動、子どもたちの見守り活動や、
放課後の創生会での学童など、子どもたちが本当にお世話になります。
まだまだコロナ禍で先の見えない中ではありますが、実親、里親、地域の皆様のご期待
とご支援に応えるべく本校教職員１５名で、子どもたちの可能性を最大限に引き出してい
けるような学校教育を展開していければと考えております。そして、学校から元気と笑顔
を届けられますよう尽力していきます。皆様のご協力をよろしくお願いします。

始業式・入学式・山村留学歓迎式が行われました。
４月７日（木）に始業式、８日（金）に入学式、１０日（日）
に山村留学歓迎式が行われました。本年度は、小学校１名、中学
校２名の児童生徒が入学ました。また、新規の山村留学生１０名
が本校児童生徒の仲間になりました。始業式では、全校児童生徒
一人一人が「自然の中で色々な体験がしたい。」「勉強を頑張り
ます。」「受験生になるので頑張りたい。」など、それぞれの学
年に応じた目標を発表してくれました。また、入学式では、代表
生徒が「大自然の中で勉強を頑張り、仲間と助け合いながら頑張
ります。」と誓いの言葉を発表してくれました。また、山村留学
歓迎式では、実行委員会の進行で、里親さんたちが見守る中、これから始まる生活に思いをはせ、楽
しそうに参加していました。

新しい先生方です︕みんな銀鏡・上揚の職員住宅でお世話になります。

小学校教頭
安影 亜紀
都城市教委より

中学校教頭
小出 純
佐土原中より

小学校
中学校
小学校
岩切 優子
竹下 西乃
山口 宗英
延岡︓東海小より 日南︓北郷中より 宮崎東高校より

学校事務
濵砂 浩也
都農中学校より

東米良のラッピングトラックに遭遇しましたよ︕
さて、話は変わりますが、先日小林に帰っていた時に、運転中信号で止まっている自分の
車の前が、東米良のラッピングトラックではありませんか。そう言えば昨年の東米良代議員
総会で、予算を設けてラッピングトラックを走らせるとの話があったのを思
い出しました。思わずカメラでパチッ︕後ろの部分には、中尾棒踊りや一ツ
瀬ダム、カリコちゃんなどのマスコットキャラなどがプリントされていまし
た。横の面には柚子や銀鏡神楽、銀鏡川の渓流釣りなどもプリントされてい
るということです。今度は、真横で見れる機会があるといいのですが、いつ
遭遇できるでしょうか︖確か県内に１台しか走っていないので、見た人は幸
せになれるとか(笑)。みなさんもお目にかかれると良いことがあるかも知れ
ませんよ。
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東米良名所 「一ツ瀬ダム」

西都市街地から約 25 分国道 219 号線を一ツ瀬川沿いに上がると大きなダム湖が現れる。こ

県認定

第８回

れが九州最大と言われる一ツ瀬ダムだ。

みやざきの神楽サポーター

高さ 130 メートルのアーチ式コンクリートダムで九州電力の発電用ダムである。昭和 34 年

神楽の継承活動を支援する「みやざきの神楽サポー
ター」に、東米良創生会・かぐらの里が認定されました。
同サポーターは、従業員が神楽に関する活動を行う際
の休暇取得を推奨したり、会員制交流サイト (ＳＮＳ) な
どで神楽の魅力を発信したりする企業・団体を県が認め
る制度。現在１２企業・団体となっています。
昨年度から始まり、第 1 号として東米良創生会が認定、
今年度、東米良からはかぐらの里が認定されました。

10 月に着手し昭和 38 年 4 月からダムへ貯水を開始したと資料には書いてある。
このダム湖の中には多くの民家や農地、道路、学校などの公共施設が水没しており、ダム
建設には当時の東米良村内で反対運動が巻き起こったが補償をめぐる九州電力との交渉にお
いて妥協へと傾き建設を受け入れることになったと言われている。
50 年前は、よく小学校の遠足で行った場所で、ダム頂上の１５６ｍの歩道を歩いて渡り国
道の対岸の桜の木の下で弁当を食べたものである。また、ダムの上流に一ツ瀬ダム資料館が
ありダム建設や発電所建設の歴史、一ツ瀬ダム水域や送電線の位置などの模型が作られ展示
されていた。こうした学習の場も平成 26 年に九州電力の経営再建策の一環として閉鎖された。
現在では中尾地区でトイレ等の管理をしている。ダムの放水は照明等もあり壮大な景観であ
り、またダム湖沿いの道路も絶景である。現在ではトンネルが抜けダム湖沿いの道路は通れ
ないが、今後遊歩道など作り散策ができるような取り組みをして、地域の観光名所として復
活したいものである。
東米良地域づくり協議会
中部地区実行委員長 中武 勉

第８回

東米良懐古録 「銀鏡中島小向の記憶」

この時期になると、木にひもでくくられている 2 歳の自分が、
母やすでに亡くなっているばあ様や親戚など皆笑って茶摘みをしている
のを暖かい日差しの中で見ているのを思い出す。
中島小向に故黒木重久さんの（現在の一の仁）土間には足ふみの
杵の臼があり、そこで積んだ茶を蒸し手もみして乾燥させる。
これを近所の大人も子どもも総出でやる。正月が近くなると餅つき
秋の祈念にはまぜ飯のへそ飯、乾燥竹の子や椎茸が入っていて
美味かった。
あの頃はみんな貧しかった。でも笑いがあった。近頃
あんな幸せに笑えることがあるだろうか？
核家族化がすすむ今日、ただでさえ親戚中が集まるこ
ともなくコロナの影響で飲み会でさえできない。
旧銀上小学校跡地に仁の里ができ陽光桜も植栽しても
らった。来年の春！地区中で花見をしましょう。
昔みたいに笑いましょう。
浜砂
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隆文

特定非営利活動法人東米良創生会

理事長

濱砂重仁氏

銀鏡神楽保存会に対し、練習用鏡を寄付したほか、奉納
時の感染症防止対策、賄いなど神楽の裏方の手伝い、ホー
ムページでの情報発信、地元小中学校の神楽に触れる授業
への協力などを通じて支援を行っております。
尾八重神楽を含む東米良地区の伝統文化の継承を柱の一
つに位置付け、今後も高齢化や人口減少が進む同地区の創
生の為に継続的に支援を行っていき、東米良地区の伝統文
化の継承保存に努めていきます。
応援よろしくお願いします。

株式会社

かぐらの里

社長

濵砂修司氏

地元企業として長年、銀鏡神楽の継承に積極的に協力してまいりました。
社内において、後継者である祝子や祭世話役などの推進をおこなうと共に、環
境整備や後継者育成の為、神楽保存会の活動にあわせた
勤務日程・時間の調整を行ってまいりました。また直接
関わらない社員に向けても、地域活性化推進室・応援隊
を結成し、祭り茶屋等の協力を行っております。
弊社の社是です。「私達は地域の付託に応えるべく、
伝統を守り、その心を礎に千年の地創造を目指します」
今後も、会社の成長を村の存続 ( 伝統継承 ) と位置づけ、
銀鏡地区のみならず東米良全域の継続的支援のため頑張り
たいと思います。ご協力宜しくお願い致します。
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2023 年版
新企画
東米良カレンダープロジェクト
募集期間中に撮影した、東米良の四季を感じる写真を募集！
【募集期間】
2022 年 5 月 15 日～ 2023 年 10 月 30 日まで
【投稿方法】
Instagram に「#2023 東米良カレンダープロジェクト」の
ハッシュタグをつけて画像を投稿する。
【結果発表】
2023 年 11 月発行情報誌にて（賞品あり）

投稿は
ここから

Higashimera

Furusatobin

表記額は、ふるさと便
特別価格(税込)です。

東米良 発

東米良創生会
ショッピングサイト

higashimera

東米良トーチ

同梱
不可

80サイズ（杉材）

１個

あなた 行

辛味と柚子の酸味が
調和された

You

ゆずこしょう

椎茸と昆布出汁の

各20g

ゆずポン酢
360ml

各￥180

￥1,500

東米良
竹パウダー

代理投稿もＯＫ！

投稿が難しい方は、Instagram「東米良
東米良トラックラッピング投稿で
創生会」アカウントにて代理投稿するか
毎月抽選で１名様にプレゼント！
い、聞いてみないよ〜！
Facebook・Instagram どちらでも OK ！！

米が良いとこ！

ひがしめらのお米

同梱
不可

5kg

（10kg）1袋

￥1,000
同梱
不可

東米良産薪

￥500

80サイズ

共催：NPO 法人東米良創生会

お問合せ先：東米良創生会

TEL：0983-43-0450

2022 春東米良フォトコン
最優秀賞は re.463 さんでした！

銀上放課後
児童クラブ紹介

同梱
不可

山蜜 110g

【山の駅 銀鏡】
でも販売中
・シシうどん
・シシカレー
・ゆずドリンク他

農薬を一切使わず育った、
梅のみを使用。

梅のエキス

〶
銀鏡郵便局
銀鏡川

20g

文 銀上学園

￥600

銀鏡神社

P

かぐらの里

Toseki 一の瀬SS

地域の方達とお話をしたり、その日の宿題を行います。宿題終了後は、外遊びや
折り紙などそれぞれに活動したいことしています。元気いっぱいの子供たちが活動
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中です！

￥2,000

ランチもできます！

MA

学校終了後、晴れた日は自然を感じながら歩いて下校をしています。下校後は、

￥200

他商品と同梱不可の為、送料が別途かかります。

39

現在 1 年生 1 名、2 年生 1 名、3 年生 2 名の計４名が現在活動しています。

温めても美味。
柚子＆蜂蜜ドリンク

180ml

【ご注文・問合せ】東米良創生会 TEL：0983-43-0450

山の駅銀鏡

銀上放課後児童クラブは、

￥3,000

ゆずはっち

￥1,000

主催：東米良地域づくり協議会

No.8

←至 人吉

219

至 西都市内→

〒881‑1232

山の駅銀鏡
公式LINE

《山の駅銀鏡》

宮崎県西都市大字銀鏡675‑1

TEL0983‑46‑2717
農業法人

株式会社 かぐらの里

〒881‑1232 宮崎県西都市大字銀鏡490

【ご注文方法】 電話・メール・FAX・公式LINEにてご注文
【お支払方法】 ①店舗にて直接お支払い

②代金引換(手数料 税込200円）
③郵便振込(手数料 無料）
※専用の振込用紙を郵送します。※先払い
④コンビニ後払い
（手数料 300円）

【営業時間】
かぐらの里 8：00〜17：00／山の駅 ９：00〜18：30
※土日祝日休み

0120‑466‑203

TEL（0983）46‑2121／FAX（0983）46‑2361
shop@mera-yuzu.com

https://mera-yuzu.com
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東米良 カレンダー

コロナ感染防止の為、一部変更の可能性があります。
掲載希望・お問合せは東米良創生会事務局まで

高齢者
龍房教室

買物支援

ドローン
ＰＣ教室

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（団体）
西都地区中体連

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（団体）
西都地区中体連
尾八重地区活性化
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議

高齢者
龍房教室

水車滝滝行

買物支援
山がっこ

水車滝滝行
尾八重
神社大祓祭
宿神社大祓祭

高齢者
龍房教室

09

尾八重地区活性化
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議

移動美容室
銀上運動教室

銀上学園
始業式

自然体験
キャンプ

自然体験
キャンプ

第６回 はまちゃんコラム
「古希になりて徒然なるままに」

尾八重地区活性化
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議

買物支援
銀上学園
終業式

水車滝滝行
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（個人）
県中体連

情報誌発行

（ｹｼｺﾞﾑﾊﾝｺ作り )

移動美容室
銀上運動教室

ドローン
ＰＣ教室

ドローン
ＰＣ教室

移動美容室
銀上運動教室

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（団体）
県中体連

７月未定
六社稲荷まつり
山がっこ昆虫キャンプ

濱砂重仁 著

当時は市民の森病院初代事務長の日高善良氏が唯一の相談相手だった。私が３５歳、善良氏
５９歳と二回り上で共に猪年生まれであった。親父と言っても不思議ではない。私を「医者どん」
呼んで𠮟咤激励された。彼も開業して 1 年後に直腸がんが分かり、すぐに手術をしたが肝転移
もあり治療も困難であった。
日高善良氏が亡くなる前にベッドサイドで「善 ( ぜ ) 兄 ( あん ) ちゃん‼貴方の名前をもらっ
て、医療法人の名をつけたからね！分かる ?!」と大声をかけた。そうすると、目を閉じたまま
頭を動かし、頷いてくれた。息も絶え絶えに「あと…を……た…の…む」と力を振り絞って、
かすかな声だったが力強く聞こえた。これが最後の言葉になった。目を閉じたまま静かに逝った。
これ程、悲しい瞬間はなかった。ボロボロに泣いた。死ぬことは分かっていたのに涙が止まら
なかった。
医者は「人間は皆死ぬこと」をよく知っている。患者さんが死んで逝くのを他の人達よりも
数多く見てきている。それなのに、患者さんが死んで逝くのとは違った。一緒に戦い続けてき
た戦友がいきなり死んで逝った。そんな気持ちだった。シベリア帰還兵、人を愛し、酒を愛し、
太陽銀行（現在）を愛し、生涯戦い続けてきた強い男が逝った。
日高善良氏の「善 ( ぜん )」と小生の重仁の「仁 ( じん )」を組み合わせて医療法人「善 ( ぜん )
仁会 ( じんかい )」と命名させてもらった。
開院以来、市民の森病院にて救急医療をしてきたが、当直医が増えるにつれ、専門外だと言っ
て救急車を断る医師が出てきた。「断らない医療」をする為に何とかせねばならないと考え、市
民の森病院の 200 床を半分に分けて 100 床の外科系及び救急病院として宮崎善仁会病院をつ
くった。冠に「宮崎」を付けたのは、学会発表の時に病院が何処にあるか直ぐに判るようにす
るためである。
「医療は患者さんの為に存在する」という理念を持っている病院が、患者を診ずに断ることは
許されない。患者さんを診て、自分が診断、治療ができなければ、それに適した診断、治療が
できる病院を紹介することが医師の役目だと今でも思っている。診断、治療ができなかった時
は更に精進すべきである。それはすべての医師に通じる志（使命）だと思っている。そのこと
だけは自分自身に今でも言い聞かせている。
次号へつづく・・・
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正会員

賛助会員

濱砂 重仁
黒木 定蔵
長友 雅章
中武 勉
濵砂 修司
石川 浩
中武 茂
石川 理恵
中武 清
濵砂 隆文
奥口 一人
濵砂 幸司
元水 均
濵砂 衛
小川 直之
濵砂 武久
濵砂 英一
濵砂 博信
佐藤 廣正
黒木 竜二
山地 将生
藤内 久子
尾八重地区活性化推進委員会
中尾自治公民館
銀鏡神楽保存会
いちご会
他１名

横瀬 輔 （家族）
長野 裕介 （家族）
濵砂 紳一郎 （家族）
増田 彩 （家族）
倉永 將平 （家族）
那須 秀徳 （家族）
妹尾 香代子 （家族）
横瀬 鉄郎 （家族）
冨永 武幸 （家族）
濵砂 孝義 （家族）
宇都宮 義親 （家族）
中武 久充 （家族）
長船 克彦 （家族）
濵砂 朝広 （家族）
甲斐 公成 （家族）
西森 蔚鋭 （家族）
河野 浩生 （家族）
濵砂 幸宏 （家族）
伊東 敏和 （家族）
濵砂 謙一郎 （家族）
濵砂 寿 （家族）
久田 安代 （家族）
濵砂 一男 （家族）
黒木 福督 （家族）
河野 章 （家族）
和田 和代 （家族）
甲斐 優 （家族）
上米良 和良 （家族）
濱砂 俊明 （家族）
甲斐 重弘 （家族）
濵砂 貞博 （家族）
吉田 米重 （家族）
浜砂 裹 （家族）
妹尾 翔平 （家族）
浜砂 正一 （家族）
濵砂 義忠 （家族）
濵砂 明大 （家族）
高山 秀明 （家族）
西畑 智子 （家族）
金丸 望 （家族）

SNS

2022/５/５時点
4名
5名
4名
5名
5名
4名
4名
4名
2名
2名
2名
2名
2名
2名
5名
2名
5名
2名
7名
4名
3名
2名
2名
2名
2名
2名
2名
2名
2名
2名
2名
2名
2名
2名
4名
2名
4名
4名
2名
2名

他6名

東米良創生会賛助会員募集

野崎 厚子
河野 善夫
出水 千鶴子
那須 悌仁
北林 成憲
本多 未佳
五十嵐 謙二
松田 俊彦
上米良 久通
伊東 宗昭
浜砂 一幸
河野 フミヨ
三浦 清孝
冨永 治幸
小田切 修一
中武 一代
梅本 タケ子
中武 純也
黒木 光國
中武 孝志
佐藤 純一
増田 浩一
那須 義輝
濵砂 かよ子
松岡 淳
大塚 徹
浜砂 恒夫
平岡 東
永山 由美好
甲斐 三男
那須 義郎
浜砂 チカエ
濵砂 テルヱ
濵砂 恒英
濵砂 マツヱ
清武 清
井上 知宏
西村 篤乃
菊池 銑一郎
馬氷 裕一朗
友草 孝一
浜砂 孝敏
岩原 クミ
黒木 雅子
濱砂 カヨ
奥松 武

中武建設㈱
長野 菊江
ヤンマーアグリジャパン㈱西都支店
濵砂 保房
（有） 奥口商店
横瀬 常治
（有） エルメス企画
濵砂 好文
宮崎ひむかライオンズクラブ
金丸 千里
（株） 臨床宮崎
眞鍋 佳奈芽
（株） 自然舘
那須 由美江
（有） テクニカル ・ キナイ
松浦 達之
（株） 喜内
野本 宏
（有） トクナガ冷機器販売
櫻川 京一
( 有 ) ソニア
谷川 房子
( 有 ) 豊建設
橋本 友紀美
（株） 森工務店
浜砂 千広
（株） 伊達組
高橋 幸司
㈱オーシャンエキスプレス
岩切 博美
( 有 ) 吉見歯科器械店
池田 廉太郎
居酒屋杉乃井
池田 佳代子
㈱宮本組
井上 智子
㈱横田製材所
佐土原 美鈴
うなぎの入船
坂本 光志
広松鯉家㈱
甲斐 靖久
㈱宮崎太陽銀行
後藤 薫
保険サット㈱
日髙 勇
石川林業
橋口 雅彦
㈱かぐらの里
森 貴照
㈱光希
中武 雅孝
ＩＲｐｌａｎｎｉｎｇ
濵砂 敬三
医療法人社団百喜会 上野医院
平木 功一
㈱Ｔａｍｅｎｉ
長友 雅彦
一般社団法人 西都市西児湯医師会
中武 ウメヨ
伊藤 博和
他1社
井上 文枝
上西 悦子
坂本 章子
前田 良一
外林 裕市
川口 望
黒木 千賀子
井上 啓史郎
宮田 穂積
塩月 光夫
原田 解
中武 イサエ
田中 光子
木村 祥次
南 寛之
他 19 名

当法人は「1000 年続く村 東米良創生プロジェクト 循環型山村つくり」を掲げ、東米良を元
気にする様々な活動を実施中です。東米良在住者はもちろんですが、遠く離れていても東米良を
応援したいという方、企業・団体の皆様のお力添えをどうかよろしくお願いいたします。
賛助会員の皆さまへ当法人発行の情報誌をお送りいたします。

【個人賛助会員】 1 口 3000 円／年〜
【家族賛助会員】 1 口 5000 円／年〜
【団体企業賛助会員】 1 口 10000 円／年〜
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東米良創生会

会員数
２１５名

賛助会員一覧

※令和 3 年 10 月 1 日より当法人の活動に参加する会員と賛助していただける会員（賛助会員）
を区別するために利用会員を新設しました。当法人の活動に参加する場合は利用会員申込みが必
要です。詳しくは事務局まで ０９８３−３２−０４５０

Facebook
＠higasimera

Instagram
＃higasimera

Twitter
LINE
YouTube
@higasimera ＃201pibvx

HP

目指せ！登録者数 1000 人

「ひがしめら」 ってどこ？
宮崎空港から自家用車で約 2 時間。コミュニティ

バスで西都バスセンターから尾吐まで約１時間 20 分

（2 便）。宮崎交通で西都バスセンターからゆた〜と（西
米良村）まで約１時間 30 分（4 便）。

※東米良とは銀鏡・上揚・八重・中尾・

小椎葉・尾八重・吐合・小中尾・湯之久保・
岩井谷・柏葉・片内地域のことです。
現在は西都市と合併しています。

カリコちゃ

ん

ひ がし めら N O.８
西 都 市 市 民 提 案 型 ま ち づ く り事 業 補 助 金
発 行 年 月 日 2022 年 ５月 １５日
発行 / 企画 / 編集 NPO 法人東米良創生会
住 所 宮 崎 県 西 都 市 上 揚 2-2
TEL 0983-32-0450
F AX 0983-32-0410
MAI L h iga s imera n d@ y a h o o .co .jp
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定 「そうだと思います。所得も上がら
ない、人も少ない、道路も悪い、安全
も確保できなきゃ誰も住まないんです
よ。だからそれを改善して、田舎が、
山が、安全でしっかりしておれば下流の
町も安全で、そして素晴らしい環境が
保てるわけです。お互いに下流と上流
が助け合うシステム。これから大変、
大切だと思います。」

いな水を川に流しています。川下の人の
定 「なるほど。やっぱりこういう豊かな 為に、色々なことを我々の責務として
自然の中でできたものの、その付加価
しっかりやっていくということも必要で
値を上手く売るというのは我々の課題で す。
すよね。」
そのことを重ねていけば、スイスやフ
ランスにはデカップリングという考え方
重 「だから、コストの面も海外と勝負
があって、山の上に住む人と中間と下の
をしなきゃいけないので、できるだけ中 人では所得差があると。このきれいな景
間の経費を省くことも、考えていかない 観を保てるのは、また安全な地域社会
といけないと思っております。」
が保てるのは、ここに住む人がいて、こ
れをしっかり守ってくれるから、それは
定 「その為には、地場産業として柚子
しっかりと代償として国が投資をしま
の加工場がその一つにありまして、一生 しょうと、いう考えがありますよね。こ
懸命頑張っていただいて。これは凄くあ れから地域に住む人が少なくなればな
りがたいことだと思います。」
るほど、そういう考え方を導入しなけ
れば、安全で美しい日本はできない、と
次に、この中山間部の集落を守る、 思います。」
―
地区の維持の重要性、これに関してど
うお考えでしょうか。
重 「国の事業の根幹をなすことになりま
すね。」
重 「ここに住もうと思う人、そして住
むつもりがある人をできるだけ増やすに
は、やはり田舎が好きな人じゃないと無
理なんですよ。西米良も東米良も同じ
だと思っていますけど、出身者が帰って
きて仕事をするという雰囲気、そして
生活がちゃんとできるという環境を早く
作っていかないと、人口は増えていかな
いんじゃないかと感じます。また米良出
身だけじゃなく、例えば九州山脈の山
奥出身とか、他県の山奥出身の方が米
良に来てもらえるといいですね。」
重 「国の事業としても田舎の人口を増
やすということに、税金を投入する時
期かもしれませんね。」
定 「それと人口減少についてなんですが、
やっぱり田舎は少なくなるんですけど
も、じゃあ少なくなった時に高齢者だけ
が残ってきたという形が今までの過疎
じゃないですか。今、私たち西米良村
を見ていただくと分かりますように、若
者率が、十二．八％くらい。」

のないことなんです。そうでなく、
地域というのは結ばれているんで
重 「高いですね、すごい。」
すよ。この建物にしてもそうなんですけ
定 「確かに人口は少しずつ減っているん ど、宮崎から熊本まで結ばれているか
らその地域全体が潤うんですね。そう
ですけども、中の人たちの構成が若年
化を大きくしていくという、努力をしな いう見方をすると、通る途中が過疎地
いと次に続かない、ということになりま であっても整備すべきなんです。その事
が宮崎の人も、熊本の人もその利益を
す。」
共重することができるというシステムに
重 「やっぱり若者、そして子供の泣き声 なっておりますから。
そういう面からしても行政というのは
が聞こえる環境にしないといけないです
凄く大きな仕事が短期間でできる、極
ね。」
めて有効なシステムです。行政の力を
十分にお借りしながら地域の活力向上
に向けて取り組むことは極めて大事だと
思っております。人がいないところに金
を投入する事が意味がない、バカみたい
な事だと、そういうお考えをされてい
ると残念ながら、発展性がない。」

そうですね、平坦地の幸せという
―
のは、この山間部の人たちが幸せでない
とできないというお話でしたが、道路の
問題など行政との連携も関わってまいり
ます。これについていかがなものでしょ
う。
重 「今の行政は、例えば地方交付税な
どがないとやっていけない地域ばかりで
す。それを田舎につぎ込むかという首
長の考え方に凄く左右されると思いま
す。ですから、例えば首長がふるさと
納税ですかね、それがたくさんあれば
それだけつぎ込むことができるようにな
ると思うんです。収入を増やす努力を
一所懸命頑張っている地域は、田舎を
大事にしている気がするんです。」
定 「行政には、行政コストという見方
があるんですよ。一人当たりどれくら
いかかるのか。それをいう人がよくいる
んですけど、それは単なる件数で割った
だけの数字で、何の意味もないことなん
ですよ。例えば銀鏡に三十㍍、幅八㍍
の橋をかけるのも、墨田川にかけるのも、
同じ橋だったらほぼ同じ値段なんです。
それを東京都の千二百万人で割るか、
東米良の二百人で割るか、割った答え
が行政コストという考え方自体が意味

重 「残念ながらそう考えている議員も
おるんですよ。」
定 「（笑） やはり一人の百歩より百人
の一歩なんですよ。一人は万人の為、
万人は一人の為、何ができるかをしっか
りする。それが 『ひと仕事』ですね。」
重 「やっぱり首長、それから市会議員、
町村会議員、そういう政治の仕事をさ
れている方々に聞いてもらいたい話です
ね。」
定 「私もやってきましたから、恥ずかし
い話です 笑
( 」)
重 「いやいや、もう西米良村は全然違
いますよ、他の地域と。」
定 「いえいえ、それほどではないのです
けど。ただ、地域に住んでいる人たちは
何も悪くないのですよ。今、ロシアが

（カリコボーズの休暇村・米良の庄）

定 「田舎の特性と言いますか、他に負
けないものというのは地域のみんなが強
いコミュニティで結ばれているというこ
となんですよ。だから何かやろうという
時は少ない人数でもみんなが自分の役割
を果たしているから、この地域社会が
保てているんですね。
川の水についても十数億かけて西米良
村も、全部浄化槽を作りまして、きれ

攻めておりますが、ウクライナの人たち
は何も悪くないのです。それでああいう
ことになるのと一緒で、少なければでき
ないという発想は止めてほしい。少ない
からこそ、日の当たらないところに力を
いれ、日の当たるようするのが行政の
仕事なんです。」
重 「第二次世界大戦中に東米良には六
千人の人が疎開していたと聞いていま
す。戦争で命を失わないために、子供、
女性がいっぱいいたそうです。そう考え
てみると、自然の要塞のような気がしま
す。攻められない地域。そして自然に
食料が入る。これはやっぱり市街地にな
い機能じゃないかなと思います。」

密接に近くなった気が致します。」
定 「まさに今、青葉、若葉がいっぱいに
定 「私たちのこの米良地域には可能性
枝を広げそしてそこにそよ風が吹く、
が、まだまだたくさん埋もれていると思 その風を浴びる、香りを嗅ぐ、沢の水
います。私は小川地区で桃源郷を始め
の音を聞く、それに幸せを感じない人
ようと言った時は陶淵明が書いた桃花源 はいないですよ。」
記を読んで、あ、そうかと。うちだった
ら小川でできるなと思ったんです。だか 重 「自然の音ですからね。」
ら中国まで見に行きました。七泊八日。
そして他の地域にはない田舎の良さ、時 定「みんなが持っている心の感知器をいっ
代のずれの良さ、そんなものを作ろう
ぱい揺らしてあげる。そういう機会を
と思ったんですよ。東米良にも西米良に たくさん作ってあげれば、みんなが素晴
はない良さがいっぱいありますよ。ああ らしいと必ず思ってくれると思います。」
いうものをこれから上手く利活用してい
けばいいし、東米良創生会という素晴
重 「私もそう思います。ここは病んでい
らしい母体ができています。素晴らしい る人を治す自然地なんです。健常な人
スタッフもいらっしゃいますから、これ
も幸せを感じるかもしれませんが、病
から可能性が大きくなると思います。」 んだ人を治す、魔法の場所という風に
考えてもいいんじゃないでしょうか。」
重 「社会福祉法人善仁会が東米良地域
最後にお二方から心の幸せについ
支援事業準備室を四年前に作りました。
―
それから四年間でここまでやっています て、このお話を聞けたことが、今回の
から、ものすごいエネルギーですよね。」 一番の収穫だったかなと思います。本当
にありがとうございました。
定「立派なものですね。先生の支えがあっ
定 ・重 「こちらこそありがとうござい
たことも当然ですが。」
ました。」

共催
特定非営利活動法人東米良創生会

定 「我々もこの地域に住むみんなが、活
性化して生きていくということを意識し
て力を合わせて、、一方通行では何も言
えませんから、しっかり頑張りましょ
う！」
重 「東米良、西米良は境がありません
ので両村民で力を合わせて頑張っていき
たいと思います。」
定 「本当によろしくお願いします。」

（聞き手 濱: 砂隆文）
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東米良地域づくり協議会

人数制限あり

６月４日（土）申込必須

主催

重 「いやいや、僕はちょっとお手伝いし
ただけで （笑）」

チャ
YouTube

東米良仁の里（旧銀上小学校）西都市大字上揚２番２
NPO 法人東米良創生会
下記方法にて、お申し込みが可能です。
電話：0983-32-0450 FAX：0983-32-0410
Mail：higasimerand@yahoo.co.jp
東米良創生会 HP

申込締切
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定 「でも、これからの私たち東西米良の、
日本国民の、世界中の人たちの目指す
ものは何か、やっぱり幸せづくりなんで
すよ。物とか科学の幸せは、ある程度
経験して、それよりもやっぱり自然の中
で心の幸せを求める方向に当然行くと
思うんです。そうなったら、我々の出番
ですよ。」
重 「内なる幸せといいましょうか。見え 今回の対談は︑東米良創生会
ない幸せ、感じる幸せ、見たいなもので ンネルにて視聴できます︒
しょうね。」

平成の桃源郷を目指す村づくり

〜幸せ度の高い村を目指して〜

１５時開演

令和４年６月１１日（土）１４時３０分開場

場所
申込先
申込方法

最後に、今後の東西米良のビジョン
―
についてお聞かせ願いたいと思います。
重 「東米良地域はここ、西米良地域は
ここと、一泊二日で見て回りきれない
程の観光地があるというものを作るの
が大事かなと思っています。アイデアを
出したら東西どちらが先にしたとしても
連係プレイで、そういったものを作り上
げていきたいと私は考えております。西
米良村長が東米良創生会の理事に入っ
ていただいたんですから、これは凄いこ
となんですね。東米良と西米良がもっと

黒木定藏氏（前西米良村長）講演会

水を守るということに繋がってきて、そ
の流域になる西都市などの街中が恩恵
を受けているということが、街中の人は
分からないんじゃないかと思っています。
米良に人々が住んで山を守ることによっ
て、できていることだと思っています。
県も市も町も、そういったことを本当
に分かっているのかなと思っておりまし
た。」
では具体的に、今後の西米良村 ・
―
東米良の課題についてどう思われている
か、お聞かせ願えないでしょうか。

重 「東米良には山村留学があります。
その山村留学には様々な課題を持つ子
どもも来ますが、来たらすぐ解決する
ことがあります。これは何故だろうと、
医学的、科学的に考えみますと、人間
は今まで自然と共に生きてきたんです。
ところが、市中にコンクリートジャング
ルを作りすぎて、環境になじめない子た
ちが増えてきている。その中でいまだに
昔の自然環境が残っているのが、この東
米良 ・西米良ですね。ここがやはり子
どもの頃の教育の本当の場ではなかろう

重 「まず、人口減少を食い止める、こ
れしかないですね。経済は人口によりま たいというような環境、生活環境と自
す。人口数によって経済は決まってくる 然環境づくりを同時に進めていくという
と考えますと、人口が減少しても同等
ことが求められると思います。人は皆
の労働力がＡＩなど、そういったものを 幸せになりたいんです。どこに住んでい
使ってできつつありますが、まだまだ人 ても、どういう人でもそう。最終的に
の労働力というのは必要じゃないかなと 人の心が欲するものだろうと思います。
思っておりまして。それは西米良も同じ だから村おこしも幸せづくりだと、その
環境下にあるので、西米良とタッグを組 ように思います。」
んで、人口減少を食い止め、村全体が
この米良地方は菊池一族が入ってこ
豊かになれるような事業ができたらいい
―
られてから、文武両道を前面に打ち出
なと考えております。」
してこられた優秀な地方だと聞いており
ます。この米良の教育について、いかが
思われますか。
定 「全く同感です。やはり一定の人口
がいませんと社会機能が低落する、ま
たは失うということになります。人は町
場を形成するという本能があり、そこ
に文化の営みを作ろうとする。一定量
。例えば、
減っていきますとなかなか …
パーマ屋さんが、お肉屋さんがいなく
なっちゃった、ということになって、機
能がどんどん弱くなっていくという事に
なりますから。一定数の人口の確保、
これは我々の使命だと思っております。
その為には、地域づくりがとても大切
だと思います。地域づくりをしてこの東
米良、西米良も含めて、こういうとこ
ろがとても素敵だと、こんなところ住み

重 「まず、ドローンの学校を作ったとい
うのがありますね。そして、山岳信仰
をもとに、精神を鍛えるということで滝
行の事業も始めています。
それから柚子ばかりでなく、鹿も獲
れ、猪も獲れるので、それをただ焼い
たり、刺身で、だけじゃなくて、それ

東西米良は柚子事業が主になってい
―
るところが見受けられますが、今後の
事業の展開と発展性をお聞かせくださ
い。

重 「僕も、あちこち行きましたけど、
ボディランゲージが得意です （笑）」

かと、私自身はそう思っております。
利だとかということは結構教えてい
ですから、ここはなくしてはいけない る感じがするんですけど、自由の裏
地域だと思います。尚且つ、医療と福祉、 にはそれ以上の責任があることをあまり
そういうものもないと人が住みつかな
教えていないのではないかと思っている
い。だから学校も医療も必要というと
んです。東米良も西米良も同じだとは
ころが、運よく東米良も西米良も揃っ
思いますけど、自由はいいけれども、そ
ておりますので、後は皆さんのやる気と れ以上の責任があるんだぞ、と昔から
心を育む自然環境はあるわけですから、 教えているところが凄いなと思っていま
生活が十分できるような収入がある地
す。」
域にしたい。そうすればいろんな人が
入ってくるんじゃないかと考えておりま 定 「自由の反対は不自由ですけど、不
す。」
自由ではなく我慢をし、それから人様
に迷惑をかけないことや、耐える心を
定 「西米良で、いつも私が言っていたの しっかりと養わせるというのも教育の一
ですが、子供は地域の宝だと、しかも
環としては大変必要です。うちの教え
原石だと。それを磨き上げるのは学校
に、『浩然の気』というのがありますが、
と家庭と社会だと。だからみんなで磨
やはり大志の心、それから勝負の心。
き上げる。
その二つを子供たちにどんな環境にあっ
その為には、それぞれの立場ででき
ても、植え付けていかないといけない。
ることをしよう。例えば私が在職中の
やる気と夢、だと思います。」
頃に、始めた事の中に、西米良には塾
がないんですよ。人口が少ないですから 重 「その通りだと思います。村長からい
経営が成り立たない。だから村営の塾
ただいた菊池賞に、『すべからく浩然の
をしました。東京の塾の会社に、東京
気を養い （須養浩然気）すべからく天
大学の生徒だけの塾があります。その
下のさきがけ （魁）と為すべし 「須為天
方を夏休みにはスクーリングに来ても
下魁）』と書いてありますから。」
らって、その後はテレビ電話で、ずっと
塾をする。それから、タブレットで教育 定 「それは、私たちの米良人としての
をして、ＩＴＣ教育をどんどん進めな
心の糧であり、誇りであるとそう思い
きゃいけない。要するに遅れないように ます。」
しようということで、タブレットを学校
先ほど重仁先生から、医療福祉に
に一台ずつ、家庭に一台ずつ。宿題もペー
―
パーレスにし、タブレットでということ ついてのお話がありましたが、この集落
を実施して、今後の教育、読み書き ・ における医療福祉 ・市民活動の連携に
そろばんはしっかりと。どんな山の中で ついて、お聞かせください。
も、どんな地域でもできますから。その
事を鍛え上げて教育の基礎づくりをしっ 重 「皆、高齢化が進んでくると車の運
かりして社会に出して、また争って、も 転できませんよね。そうすると誰かが
んでもらって大きくなってほしい、そう 運んでやらないといけない。独居老人も
ですが、家族も高齢になる。じゃあ誰
思っております。」
が運ぶのかとなった時に、オンデマンド
カーでお迎えに行き、東米良診療所ま
重 「学校教育で自由だとか、自分の権

定 「私が村長になりまして、すぐに四
国に柚子の研修に技術員と担当課長と
行きました。そして、柚子事業を随分
やりました。昔は集落ごとに座談会をし
て、模造紙に収益性とか色々書いて、
そして整備してもらった事を懐かしく
思っております。
柚子はまだまだ需要がこれからも十
分にありうるということで、五㌶の造
園地を作って、一人一㌶ずつ管理する
ように、五年間は村が研修として実施
し、その後は自分で植えたり、剪定し
たり管理をする。それから経営技術も
学ぶことで努力しなさいと。
六年目からは収穫が期待できますの
で、自分で農業をしなさいというやり方
でやってきました。そうしませんと、
元々非常に小さな規模の農業ですから、
収益のないことから始めるということは
不可能だと思いました。
一方では普通の農家をしながら、一
方では投資を少しずつしていく。そして
初期投資の負担を小さくしてあげると
いうことが必要だということで、柚子の
生産を一時期やりましたが、高齢化と

で運んで、治療が終わったらまた家まで 港から北海道に行ったけど市内は見てな に手を加えて何か商品ができないかと思
い、新しい特産物を開発しております。
」
送り届けるということを市民活動団体
いという人がほとんど。
である東米良創生会が始めました。そ
若者もドイツ ・スイス ・フランスの周
れから認知症予防の為に、デイサービ
辺に行って。コペンハーゲンに行って、
スを社会福祉法人善仁会が始めまして、 ちょっと買い物して来いよって言っても、
これは凄く効果があります。脳の訓練
いや～怖いです。言葉も分からんと言っ
とかそういうのもやるのですが、遊びを て行かないんですよ。結局、集合時間
しながら脳を鍛える。そして運動もし
まで一時間くらい余裕があるじゃないで
ますので、手足も丈夫になってくる。そ すか。
うすると不思議なことに脳も活性化し
しかし、帰りましたらガラッと変わるん
ます。ちょっと認知症が入ってきたかな です。凄く変わる。今ではもう、どん
という高齢者をデイサービスに行かせる どん行きます。やっぱりそういう体験と
と、見る見るうちに元気になるんです
いうのが意識を変え、心を開く。その
よ。そして食欲もまた湧いてきたってい 事とつながる。まさに健康も全く一緒
うんですね。だから赤字覚悟、もちろ
だと思います。」
ん利益はありませんが田舎で福祉施設
を始めました。これが本当の社会福祉
重 「言葉が分からなくてもボディラン
じゃないかと思っています。」
ゲージという言葉がありますからね。ボ
ディランゲージは、大体言葉が分からな
定 「さすが、赤ひげ先生ですね。」
い同士の会話じゃないですか。それは人
間そのものなんですね。」
重 「いえいえ （笑）」
定 「だからチャレンジする気持ちを、勇
西米良の方では、どうでしょうか。 気を持ってアクセスできるか。その行動
―
ができるかどうか。片言でも言えば、
伝わるんです。」
定 「健康づくり、それから医療につき
ましては、西米良は役場がございますし、
役場が持っている公設の診療所がござい
ますから、そこに医師が三名。通常の
ことについてはさほど不自由がないと
思っております。
ただ、健康づくりというのは常に反
復しなければならないということ、それ
から独居老人なんていうのは人と会って
そして色んな意思の交換をすることに
よって活性化しますが、たった一人でい
ると、まさに認知症となってしまうとい
う恐れがありますから、ご紹介いただ
きましたように、そういう人たちを福祉
の方で社会参加を促しながら、健康づ
くりをしていました。
平成の江戸見物もそうでした。羽田空

―十四ページへ続く

―

重 「そうですね。以前、日本から海外
への販路を広げるために、海外にいる留
学生に販売をお願いしたら、手間もか
からないで、効率がいいんじゃないかと
考えたこともあります。」

定 「海外にも東米良の柚子の社長も行っ
てらっしゃいますね。西米良もフランス
には行っているんですけども、十分に太
刀打ちできると思います。希望ある作
物の一つだと思います。」

重 「東米良は商品の販路が国内だけで
なく海外まで行っているんですが、柚子
が量的に不足しているんですよね。だか
らもっと柚子が増えると更に海外進出、
商品も売れるかなという風には考えてい
ます。」

定 「そして雇用を増やすというのが非
常に大切だという考え方から温泉開発
をしたり、小川作小屋をやったり、木
橋を作ったり、ワーキングホリデー制度
をやったりと、色んなことをやりながら、
西米良の中で８つの庄づくりというのを
手掛けて、その一つ一つに色々な効果が
出るようにというのをやってきました
ね。」

重 「それが一番ですよね。」

共に非常に難しい状態が出てきました。
後継者をどうするか、今の大きな問題
ですね。
西米良でこれから先、他に比して負
けないように所得を上げられるのかと考
えた時に、農林業だけでは非常に厳しい。
そこで観光事業というのを始めたんです
よ。あの頃は工事を年中やっておりまし
たが、観光事業を手掛けまして、そし
て来てもらってお金を落としてもらう。」
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