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私の祖父・串田喜十郎は、郷土の上郷村（現・

つくば市上郷）に明治14年に生まれた。明治13

年創立の当時県下に唯一校しかなかった水戸の茨

城県中学校を卒業したのは、明治33年である。水

戸高等学校の前身である。上郷村で茨城県中学校

を卒業したのは、祖父ただひとりである。土浦・

下妻中学校の創立は明治30年、水海道・竜ヶ崎中

学校の創立は明治33年である。

祖父は中学校時代に、野球部に入っていた。当

時の写真を見ると野球道具が一緒に写っている

が、グローブは革製とは思えず布製のファースト

ミット様のもののようである。なお、小説「土」

で有名な石下町の長塚節は明治11年生まれの先輩

であるが、病弱なため卒業はしていない。「学生

野球の父」といわれた飛田穂州（本名・忠順）は、

明治40年卒業である。野球がアメリカから入った

のは明治６年である。東京六大学野球の始めは大

正14年、プロ野球の誕生は昭和9年である。祖父

が中学校で野球をしていたのは100年以上前のこ

とである。

祖父は明治33年茨城県中学校を卒業後、「一年

志願兵」になった。男子は20歳になると兵役の義

務を負うことになったのは明治５年である。祖父

は明治34年に軍曹、明治36年に陸軍歩兵少尉に

任官している。少尉当時の軍服は黒色のものが自

宅に残っていた。カーキ色の軍服になったのは日

露戦争の時からであるが、供給に間に合わないで

旧式の軍服を着ている部隊もあった。

郷土・文化

明治期の中学校

郷土史家 串 田　全 男

陸軍歩兵少尉の時の祖父と陸軍歩兵少尉の任官状
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〔串田　全男（くしだ・まさお）〕

大正十二年郷土に生まる　　医師

豊里町文化財保護審議会長

金村別雷神社氏子総代

同奉賛会会長

随翁院檀頭・護持会長

現住所　茨城県筑波郡豊里町

大字上郷二七八三―一

著書に「上郷史資料考」「上郷史料録―戦国以来の名簿集」

「郷土史雑記」「さまざまな思い出」など

明治33年の茨城県中学野球部 明治33年の茨城県中学野球部

少尉任官記念写真 中学卒業記念
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４　風洞建設

イ、エッフェル

花の都と言われるパリの象徴かのエッフェル塔

は、1889年パリ万博時のモニュメントとして建

設されたものである。名前の由来は19世紀を代表

する建築家グスタフ・エッフェル（1832～1923）

に因んだとされる。彼は当時急速に拡がったフラ

ンス鉄道網の為の鉄橋建造で名声を馳せ、ニュー

ヨークの“自由の女神”像の骨組もその手に成る

作品である。

研究そもそものきっかけは、鉄橋に吹き付ける

風による荷重を正確に見積もる事が目的であっ

た。彼は塔の高さを利用して気象観測や無線放送

の実験を行い、塔から物体を落下させては空気抵

抗を計測し、空気力学の研究に傾倒していった。

折しも時代は航空機の黎明期を迎えようとして居

り、その解明の重要性は急速に高まって、氏は残

りの人生をこの分野に捧げたのである。

さて、物体の落下試験だけでは物足りなくなっ

たエッフェルは、1909年塔の近くに直径1．5メ

ートルの計測部を持つ風洞を建設した。

これでライト兄弟を初めとする初期の飛行機の翼

型に対する空力特性を計測した。さらに1912年

にはパリ郊外に直径２メートルの大型風洞を建造

するに至った。

フランスの航空技術が開花するのは、エッフェ

ルが実施した綿密な空力計測に処るところが大き

い。現在ではこの領域の研究は航空機設計は云う

に及ばず、新幹線車輌や自動車、更には超高層ビ

ル設計には欠かせないものと成っている。

所で風洞とは何か。岩波書店発行の『理化学事

典』を開くと、“人工的に気流を生ぜしめるため

のトンネル装置　主として航空機の性能を模型に

よって研究する場合に用いる”とある。

大正５年（1916）夏、我が国は海軍航空機実験

研究機関の必要性が議にのぼり、横田（後に松村）

成沽技師をエッフェル航空研究所に派遣し、風洞

関係の研究実験を研修させた。そして翌々年築地

の造兵廠内に航空機試験所を開設した事は既述の

通りである。ここでエッフェル研究所から提供さ

れた風洞設備図面に基づき、製作設置された直径

２メートルの所謂エッフェル型風洞により、日本

最初の風洞試験が行われた。だがこの設備は大正

12年（1923）９月１日関東大震災に遭って崩壊

鳥有に帰した。

ロ、ゲッチンゲン

ゲッチンゲンはベルリンの西方に在って、

1000年以上の歴史をもち大学の街として知られ

ている。人口13万人強なのに2.5万人もの学生が

住むとも云われ、名門ゲッチンゲン大学は30人以

上のノーベル賞受賞者を生んだ由。戦時中は流体

力学の研究機関が集中していたので、連合軍はこ

こへの爆撃は控えたとも伝えられる。

京都の日本文化が空襲から守られたのと似た例

である。ゲッチンゲンは今宇宙航空研究が盛んで

ある。

所でゲッチンゲン航空研究所のブラントル博士

郷土・文化

霞ヶ浦周辺海軍航空史・断片録（３）
第1章 海軍技術研究所霞ヶ浦出張所

戦史研究家 屋 口　正 一



門下には、ベルガー、カルマン、ベーツの３高弟

がいた。ウィゼルスベルガー（1888～1941）教

授は、大正11年（1923）来日し翌年霞ヶ浦の地

を踏んだ。博士は“Ｗさん”と愛称で呼ばれ親し

まれ、日本語を話し毛筆で手紙を書いた。その上

大相撲を見学し尺八を習い、更には菊地寛の小説

を読む程の大の日本びいきだった由である。

ハ、霞ヶ浦の風洞

さて、霞ヶ浦の風洞建設は最優先工事として、

大正13年７月第一風洞が完成した。これはベル

ガー教授指導の下に施工されたもので吹口1.25メ

ートル、200馬力の性能を有していた。続いてゲ

ッチンゲン型第二風洞、吹口2.5メートル、400

馬力が大正15年３月完成した。これは昭和５年

になって東大航空研究所に３メートル風洞が出来

る迄、我が国最大の大型風洞として航空力学研究

に頗る貢献した設備であった。

風洞主任は最初野田哲夫技師、次いで西井潔造

兵大尉が後を継いだ。同所での研究は単に航空研

究機関だけではなしに、航空母艦模型での甲板上

の気流、特に煙突の位置と形状についての研究も

併せて行われた。即ち技術は空から海へそして又

海から空へと応用が進んで行った。

その頃技研設備施設に対する機密保持の警戒は

厳重を極め、夜間も憲兵が建物周囲を警備した程

だった。との報告もある。

又、航空機用各種材料の試験設備も整備され、

航空技術研究を希望する優れた大学専卒（旧制）

者が続々とここに集まってきた。昭和７年海軍航

空廠が設立された際、「その中堅技師として活躍

した人々の多くはこの霞ヶ浦組であった」、と

『日本海軍航空史』（制度編32頁）は高く評価し

ている。

他方、播磨造船所は海軍航空廠へ昭和10年に

ゲッチンゲン型風洞を、11年には模型高圧風洞

を納入した、と同社50年史に記してあった。

５　東宮の行啓

皇太子殿下（後の昭和天皇）が最初に霞ヶ浦航

空隊へ行啓されたのは、大正11年11月28日であ

った。その状況は拙文「霞ヶ浦周辺史（『郷土文

化研究・41号』郷土文化研究会、平成12年３月

31日発行）」に発表済みなので本稿では省く。

大正13年11月28日、２度目の霞空行啓の殿下

を技研霞ヶ浦出張所へお迎えし開所式を挙げた事

は前述したが、海軍大臣財部彪大将は次の文を発

した。

皇太子殿下霞ヶ浦海軍航空隊ニ行啓被遊同隊各

飛行作業及海軍技術研究所霞ヶ浦出張所ノ風洞作

業台覧条本大臣御前ニ被召左ノ御詞ヲ賜リタリ誠

ニ感激ニ堪ヘス之畢竟関係各員ノ熱心精励克ク其

ノ職ニ尽セル結果ニシテ本大臣ハ茲ニ深ク各自ノ

労ヲ多トスルト共ニ其ノ益々発奮努力令旨ニ副ヒ

奉ルヘキヲ期待ス　　　　　　　　　　　　　　　

大正十三年十二月二日

海軍大臣
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カルマン氏 ウィゼン氏

筑波山登山、神社前にて（大正11年頃）
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６　青空会

技研職員のＯＢで組織する団体に青空会があ

る。会規約は

一、 本会は青空会と称す

一、 本会は旧海軍技術研究所航空研究部および

旧海軍航空廠科学部勤務職員をもって組織

する

一、 本会は会員の消息を伝え、且つ相互の親睦

を図ることを目的とする

一、 本会の事業として、会員名簿の作成および

年一回の総会を開催する

一、 本会の会計年度は、一月一日より十二月三

十一日までとする

第36回総会報告（平成７年４月20日）が今手

許にある。その書き出しは“さくら満開の４月９

日終戦から50年の歳月を無事見とどけて第36回

総会に女性会員６名を含む50名様が出席されま

した（昨年は43名）”とある。

会場であった横浜金沢八景の眞鶴会館には、地

元神奈川県在住者が最も多かったが、近県の東京、

埼玉、千葉の他、茨城、群馬、愛知、新潟県から

も参加者もあった。

その年齢は最年少でも67歳、最高齢者は91歳で

あった。会員名簿を数えると会員数は305名、物

故者は200名を越した。最盛期は600～700名だ

ったとか―――。

報告書は団体一般がそうである様に、前年度決

算報告に続いて今年度の予算書が提出され、次い

で会員の訃報と事務局からのコメントと進んだ。

その後には欠席会員よりの一言が。自筆コピーを

含めて15ページに亘って紹介された。綴られた

文章は短い乍らも、在籍当時への想い出や上司同

僚に対する感謝の言葉、健康状態や近況報告で埋

まっていた。

巻末には第17回（昭和41年4月3日）総会出席

者39名の集合写真が――20年若かった頃――メ

ンバーの姿を伝えていた。そしてかつて唄った廠

歌も。

大正13年11月28日、皇太子殿下は再び行啓された。官
報は上記のように伝えている

技研霞ヶ浦出張所庁舎前で所員一同

空　技　廠　廠　歌

１、わが海軍が大空に　威力を示す航空の

技術の誇り双肩に　にないて立てる空技廠

２、実験研究造修と　　精緻を尽す同胞が

一心緊張たゆみなく　磨くもこれぞ国のため

３、見よ青空に音たかく　飛ぶ大鳳の数々は

われらが技術報国の　真心こもる結晶ぞ

４、ああ航空の躍進期　　われ等が務めいやまさる

いでや協同親和もて　力の限り尽くしてむ



〔屋口　正一（やぐち・しょういち）〕

昭和5年茨城県生まれ。昭和18年旧制土浦中学入学、昭和

20年3月第一海軍航空廠へ学徒動員となり飛行機部に配属、

昭和24年新制土浦一高卒業。昭和28年茨城大学文理学部卒業。

現在、水交研究所代表。軍事史学会、水交会（有志）、航空ジ

ャーナリスト協会、郷土文化研究会、石岡ロータリークラブ

各会員、日本ゲーテ協会（評議員）を務める。
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土浦での惜別会
技術研究所がヨコスカに移転するので　風洞課一同で

（昭和6.10.23）

「小さな命」

寺田英雄（つくば市谷田部）さんは戦時中谷田部海軍航空隊で理髪業をしていた経験をもつ御年90歳、土浦

ビデオカメラ会員でもある。最近の茨城県芸術祭映像コンクールの作品では、「山本五十六と霞月楼」で奨励賞、

「でんでん虫」で優賞を取っている。平成21年10月に次の作品でどうしても特賞を取りたいと私（70歳）に云

ってきた。そこで、近くの梅林にいるジョロウグモ（写真A）を映像化することを奨めた。それ以来、クモと付

き合う日々が始まった。私が“アッシー君”兼助手となってクモを見つけだし、安全な撮影場所を選んで、指

し棒とアルミホイルでつくった反射鏡をもってサポートする。寺田さんは望遠付きのビデオを三脚で固定して、

クモに焦点を合わせて5～10分間程度撮影を続ける。クモは枝と枝との空間に網を張って虫が掛かるのを待って

いるので、裸眼では容易く見つけ出すことはできるが、カメラを通しては難しい。そこで、私が指し棒でクモ

の位置を知らせるのだ。画面一杯に大きな被写体を正確に捉えることができると二人で「ヤッター」と年甲斐

もなく叫ぶ。メスの鮮やかなボディーカラー（体色）やからだの大小（メスは大きく、オスは小さい）、様々な

形の巣を撮影しても面白くもないので、卵を見つけ、来春子供がでてくるところを写すことにした。クモのメ

スは梅の木の南側の陽当たりの良い場所に産卵する。卵は白い真綿のようなマユに包まれているので、容易に

見つけることができる。私は年が明けて3月頃になってマユを木から剥がして、自宅で観察するように奨めた。

5月になって「卵から赤い子グモが湧いてきた。」（写真B）と電話が掛かってきた。10月中旬になって「先生、

優賞しました。」との手紙が届いた。本年の芸術祭映像コンクール作品発表会のご案内には、「小さな命　優賞

寺田英雄（つくば市）」と書かれてあった。さっそく、電話で「おめでとう。よく頑張ったね。タイトルが素晴

らしい。」と告げた。すると、孫に「じいちゃん。タイトルがジョロウグモでは格好悪い。」と言われ、作品の

提出期限まで斬新な名前を考えたという。夜中に目が覚めて、「これだ！と思ったのが“小さな命”である。」

と語った。送られてきたDVDを見ると子グモが集団で生活し、成長してゆく姿が良く描かれていて感動した。

（木村　滋）

ののの

ジョロウグモの子供がふ化した瞬間（写真B）ジョロウグモの成虫（写真A）
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日本舞踊は、ご存知の通り日本に古くから伝わ

る伝統芸能です。これを、音に合わせて身体を動

かす、ただの踊りと解釈するなら、その起源は、

人類がこの世に誕生したと時を同じうするものと

考えられます。その頃の音と言えば、手拍子、木

や竹を叩く音、地面を踏みならす音や、鳥のさえ

ずり、合わせる踊りも、風にそよぐ木の葉のよう

に、大らかであったろうと想像できます。

戦国時代、出雲の阿国なる女が現れ、唱名を唱

え、笛を吹き、太鼓を敲いて乱舞する、ここに一

つの芸として確立させた、これが日本舞踊の祖と

言われております。

一口に、伝統芸能と言えば、昔からその姿を変

化させないで伝えられたかのような印象がありま

すが、それは少々誤解で、むしろ時代によって変

化してきたらこそ、現在まで残ったとも言えます。

踊りという手法を持って、日本人の宗教観、歴史

観、道徳観、あるいは喜びや悲しみ、人情の機微

等、暮らしそのものを表現するなら、これは時代

によって変わって当然です。

勿論、振りと呼ばれる身体の形は変わりません

が、この幾通りかの形を使って、千変万化の物語

を表現いたします。かく言う私も、美作流の家元

として、一番大切な仕事は、作舞　つまり踊りを

創ることです。一つの例として、端唄の代表曲

「深川」を取り上げたいと思います。

江戸時代の男達が、遊里である吉原や深川へ通

う様を唄った曲です。

～　猪牙（ちょき）で行くのは、深川通い　～

猪牙船（ちょきぶね）に乗るには、現代人がタ

クシーを呼ぶような訳には参りません。先ず船宿

に登り、なにがしかの飲み食いをしてから、仕立

てた船に乗り込み、おかみさんの「船頭さん、頼

みましたよ。」の声に送られて、大川を上り下る。

舟を操る船頭の竿さばきもゆったりと、隅田川の

川幅まで見えるように踊ります。

行く先のお目当ては、「芸は売っても、身体は

売らん。」と気っ風の良さでしられた深川芸者。

これは、とてものことに、お金が無くては出来る

芸当ではありません。引き換え、

～　駕籠で行くのは、吉原通い　～

駕籠は比較的、そこらあたりで拾えますが、前

棒、後棒の二人の駕籠舁き（かごかき）が担いで

走る駕籠は、振り子のように振られ、乗っている

客も力紐にしがみついて、転がり落ちないように

郷土・文化

“時分の花”と“真の花”

日本舞踊美作流　初代家元 美 作　百 合 佐 保

唐人お吉



必死です。

おそらく若い男でもありましょうが、滑稽とい

うか、何というか・・・でもこの違いを表現出来

なくては、「深川」を踊ったことにはなりません。

私は、十年ばかり前に、この「深川」を振り付

けました。最近引っ張り出して、教えてみて、何

とつまらない教え方をしていたのだろうかと思い

ました。美しく見える形のみに偏っていたような

気がします。

かの能の作者、世阿弥が残した「花伝書」に、

“時分の花”と“真の花”のくだりがあります。

“時分の花”とは、若々しく人生で一番美しい時

を得て、演じる役者を表して言う。しかし、その

時は長くは続きません。

老いても、衰えても、決して逃げることなく、

自分の内なる真実と対峙し、そこから出づる美こ

そ、“真の花”だと言えるのではないか、とは言

え、踊りを創ると言うことは、現代との格闘です。

いかに現代人に理解される踊りを創ろうと、時が

過ぎれば時代遅れと消えていく運命にあります。

中に、数は本当に少なのうございますが、時が過

ぎても、時代が変わっても、残って輝く踊りがあ

ります。これを“古典”と言います。

現在私は、500曲近い作舞をしております。こ

の中の一曲でも、古典として残ってくれるなら、

どんなに幸せ。踊りの中に生きた甲斐があったと

は思いますが、一方で、消えるもまた結構。跡形

もなく消えた後に、新しい芽が育っていくであろ

うとも思います。いえ、それこそ、私の夢なのか

もしれません。

〔美作　百合佐保（みまさか・ゆりさお）〕

昭和６年４月大阪府堺に生まれる。

平成２年より直派若柳流に学ぶ

平成12年４月日本舞踊美作流を創流

現在に至る。

CROSSつくばno.37（2011.2）10 CROSSつくばno.37（2011.2）

小
川
　
今
日
哉

              

 

日
曜
の
ぶ
ら
ん
こ
垂
れ
て
幼
稚
園

 

母
の
味
妻
に
の
こ
り
て
五
加
木
飯

 

　
の
芽
を
笊
に
盛
り
上
げ
直
売
所

 

ビ
ル
風
に
ま
ぎ
れ
く
る
香
や
沈
丁
花

冴
返
ピ
ザ
焼
く
窯
の
燠
熾
ん

（
現
在
・
生
涯
現
役
く
ら
ぶ
代
表
）

ク

ロ

ス

俳

壇

さ
か



【幸運の女神に恵まれる】

2000年につくば市内のギャラリーで二人展を

開催してから2010年までの10年間に約50回のキ

ャンドルに関係する個展やコラボレーション、ト

ータルアートの創作演出を手がけることができま

した。企画演出の声がかかれば茨城県内だけでな

く東京、大阪、埼玉などにも舞台を移して発表し

てきました。

その間、ＮＨＫテレビニュースやラジオのトー

クショーにも数多く出演して灯りの創作演出家と

してキャンドルアートの魅力について語り、多く

のキャンドルアートファンを得ることもできまし

た。公募展や展覧会に出品するごとに数々の大き

な賞を受賞することができたのは自分でも驚くほ

どの幸運の女神に恵まれたものだと素直に喜んで

います。そういう意味ではこの10年間は自分で

も満足できるキャンドルアートの世界を皆さまに

発表することができてうれしく思っています。特

に、2008年にキャンドルクラフトにおける空間

演出が高い評価を得てフランス印象派カミーユ・

ピサロ曾孫のレアリ・ピサロ女史より芸術秀作作

家認定の楯を授与されたことです。

また、2009年には世界に出版される画集「美

術春秋 天 ＴＥＮ」に掲載され、ルーヴル、オル

セーをはじめとする世界の美術館や大使館、有名

な大学に収蔵されました。2010年はフランスの

ヤン・パレ酒造名門のロワールワインのアートラ

ベルに起用され、画集「Ｐａｒｉｓ芸術生誕録」

掲載され、フランスパリにて最高峰の賞を受賞。

2011年１月にはフランス「フランソワ・スコン

デ社」のシャンパンアートに起用（作品撮影：伊

藤さえこ）されました。これは、私が取り組んで

きたキャンドルアートの芸術性が世界で認められ

たことの証として誇りに思っております。

【12人の少女が次々と登場する】

皆さまのお陰で灯りの創作演出家として輝かし

い経歴を持つようになることができましたが、

1997年までは夫と息子の三人暮らしという普通

の主婦でした。それが、同年に体が震え、立つこ

ともはしを持つこともできなくなりました。病名

は甲状腺機能亢進症。都内の病院に入院し、アイ

ソトープ治療を受け退院してから自宅療養を余儀

なくされました。安静状態が続き、ほとんど寝た

きりで主婦としての務めもままならず家族にも迷

惑をかけていました。

療養中は外へ出て散歩することも一人では何を

するにも不自由な体だったのですが、翌1998年

頃徐々に回復に向かい久しぶりに鉛筆が持てるま

でに握力も戻った時、ひとりの少女のイメージが
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キャンドルアートに魅せられて

レリア・ピサロ女史認定芸術秀作作家 伊 藤　さ え こ

フランスのジャンポール・ファヴァン氏より
最高峰のメダルを受賞する



浮かび、何かに導かれるままに大学生だった息子

の画用紙に色鉛筆を走らせていました。

子供の頃は図画工作が苦手だったのですが、無

意識のまま色鉛筆が動き気がついてみると画用紙

には12人の少女が登場しました。少女たちは風

と光を感じながら静かに微笑んでいました。少女

12人のポートレートが出来上がり家族や友人た

ちに見せました。同じ病の悩みを抱える人たちの

励ましにもなると周囲から薦められ、2000年に

つくば市のコーヒーなかやま、土浦市大和町の県

県南生涯学習センター、日立市のレストランしい

な、筑波第一ホテルで「水彩少女画　やさしさの

コンチェルト展」を開催しました。それがきっか

けとなりキャンドルアートの魅力に導かれていく

のです。

【何よりも美しいものが大好きだった】

なぜ12人の少女が浮かんできたのか今でもわ

かりません。無我の状態というのですか私の頭の

中に次々と少女が登場するのです。私は神奈川の

湘南で学問の神様といわれる菅原道真公の末裔と

される25代目の梅原家の五人姉妹の末っ子とし

て生まれ育ちました。

自宅は海の近くではありませんが、台風の時な

どは海の匂いを嗅ぐこともできました。大きな屋

敷と心の文字を形どった立体的な池を中心に、父

が職人たちと一緒に造った自然豊かな庭園。春に

は白梅が咲き夏になればピンク色の鹿の子百合が

花を開かせて目を楽しませてくれました。そうか

と思うと両手では抱えきれないケヤキの大木があ

り四季折々の花々や樹木に囲まれ、屋敷裏には小

川が流れせせらぎの音を聞きながら暮らすという

自然環境に恵まれていました。その中で培ったも

のが病状の回復とともに、少女となって霊的に現

れたのかもしれません。

また、登下校の時には野辺に咲く花を見ては

「かわいい、かわいい」と語りかけて楽しんでい

ました。とにかく、きれいなもの美しいものが大

好きだったのです。雨だれの滴に光が屈折して現

れる光の変化は万華鏡を覗くように楽しくひとり

で小宇宙の世界に浸り時間を忘れていました。

お盆にお仏壇に灯すろうそくの炎の揺ぎに感動

しながら見続けていました。果てれば消えてしま

うというはかない光の命。炎の深淵な美しさ。そ

のような少女の時に焼き付いた美しさへの好奇心

がそのままキャンバスに少女として現れたのかも

知れません。まるでかくれんぼをして遊んでいた

姉妹や友だちが姿を現すように……。

【100本のクリスマスツリーに参画】

2000年に原とも子さんのキャンドル講座と出

合い受講し、その美しさに魅了されました。その

後、原先生からの薦めもあり東京の創作キャンド

ル作家の横島憲夫氏に師事しました。そこで無我

夢中で勉強するうちに「伊藤さえこカラー」の基

礎とヒントを掴みました。2002年のキャンドル

クラフトコンテストで「キャンドルライト賞」を

含めこれまで４回受賞。それから東京、大阪など

の主要都市でキャンドル創作を演出。好評を得て

肩書きも「灯り創作・演出　キャンドル作家」と

いう地位を得るようになりました。

その集大成として発表したのが2005年、茨城

県主催のＴＸ開通記念イベントとしてつくばセン

ター広場で開催された「100本のクリスマスツリ

ー」に参画して220本の灯りで「永遠の響き」の

キャンドルクラフトによる空間演出を手掛け、

「100本のクリスマスツリー」には５回も参画をし

たのです。その作品を写真家の斎藤さだむ氏に撮

影して頂き発表したのがきっかけとなり、本県だ

けなく全国的に紹介されるようになりました。さ

らに、その作品が評価され世界に紹介されました。
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「永遠の響き」のキャンドルアートはロワールワインの
ラベルにも採用された　　撮影：斎藤さだむ氏



病魔との闘いの中から登場して勇気を与えてく

れた12人の少女の命を大切にしながらこれから

もキャンドルアートの世界の美しさを追求してい

きたいと思います。

〔伊藤　さえこ（いとう・さえこ）〕

神奈川県湘南出身・元新日本美術院会員

1998年　水彩画を描く（個展４回開催）

2000年　原とも子さんのキャンドルに出会う

2001年　アトリエ「しえ」開設

2002年　横島憲夫氏に師事

2003年　Ｓtudio saeko 開設、日仏アートメッセ２回出展

2005年　「永遠の響き」200本のキャンドルクラフトによる

創作空間演出７回。有名な奏者クラシックコンサー

トとの他、演出多数あり。筑波大学ADP参画

2006年　筑波大学美と芸術のマイスター育成講座修得　

2007年　ＨＭＡ国際展３回出展（2008年グランプリ受賞）

元皇族伏見博明殿下に同行し韓国訪問

2008年　フランス「レリア・ピサロ女史」より芸術秀作作家

認定の楯を授与される。「永遠の響き」。

元皇族伏見博明殿下に同行し韓国訪問

2009年　画集「美術春秋 天 ＴＥＮ」に掲載。

元皇族伏見博明殿下に同行し台北訪問

2010年　フランスロワールワインのアートラベルに起用され

る「永遠の響き」（撮影：斎藤さだむ）
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―ユネスコ未来遺産登録、認定ＮＰＯ法人、

水大賞―

土浦市宍塚の里山は、土浦市・つくば市を結ぶ

幹線路「土浦学園線」に沿った約100haの里山で、

東京から筑波山麓までで最大の里山です。この里

山のほぼ中央にある宍塚大池は、広さ約3,3haの

農業灌漑用の溜め池で、農林水産省「ため池百選」

に選定されています。

この里山を未来に残して行きたいと活動を始め

て平成23年12月1日、日本ユネスコ協会からユネ

スコ未来遺産に登録されました。

宍塚の里山、どんなところ

上空から見ると“大”の字型をした宍塚大池は

林に囲まれ、複雑に入り組んだ池の岸は、護岸工

事がされておらず、水辺から林まで、コナラ・ク

ヌギ、ヤマザクラ、ハンノキ、スギ林など多様な

二次林へと連なり、春の芽生え、秋の紅葉、四季

折々美しい自然景観を生み出しています。湿原、

田畑、草原、昔ながらの小川・泉などの環境要素

が加わり、多様な自然環境によって里山は構成さ

れています。この多様な環境要素こそが多様な生

き物を育み、植物約750種、鳥類150種、両生・

爬虫類14種、トンボ41種、蝶67種、蜘蛛124種

などが記録されています。数多くのレッドデータ

ブック掲載種が確認され、高い生物の多様性を有

することが明らかになっています。チョウ６７種

は日本に生息するチョウの１/４の種にあたりま

す。里山が原生林以上に豊かな生物層を有すると

して、近年注目されています。

また、里山は本来、農業、林業等、人の暮らし

によって維持、管理されてきた場所で、宍塚では

旧石器時代から人が住み続け来た証しである遺跡

が大池を囲むように散在しています。なかでも、

国指定史跡である上高津貝塚は、「ふるさと歴史

の広場」として土浦市・文化庁によって整備され、

資料館が併設されています。宍塚古墳群や栗崎遺

跡など、雑木林の中の大部分の遺跡は所在確認が

行われ、そのほとんどが遺構をとどめています。

自然環境、歴史的な環境、ともに恵まれた里山で

あると言えます。

会の活動

当会は、1989年発足以来この自然と歴史的遺

産を、より深く理解し、地域の特性に即したかた

ちで、将来に受け渡すことを目的に活動していま

す。都市近郊という立地条件を活かし、大学、研

究機関、地元小中学校、企業等と連携し活動する

ほか、茨城県・土浦市等行政の協力も得て、生き

つくばからの発信

「宍塚の里山」を未来に

認定NPO法人　宍塚の自然と歴史の会理事長 及 川　ひ ろ み

刈り取ったハスの運搬
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物、農業、文化、里山の保全活動、環境教育、リ

クリエーション、ゆとり、生き甲斐、情操教育、

自然・歴史的な環境調査など、その活動は多岐に

亘り「宍塚の里山」全体としての保全・利活用の

取り組みを行っています。これらの取り組みを大

きく分けると以下の６分野になります。

①汗水流し里山保全する活動

多様な環境の保全には、環境に即した取り組み、

継続した活動が必要です。また調査によって得ら

れた情報を専門家の指導を仰ぎ、保全目標・計画

を立て再生、保全に取り組む必要があります。例

えば雑木林、嘗ては明るい林が広がっていました

が、今では木々が高木化し、昔のような明るい林

を作るには大木の伐採が必要です。そこで森林内

の一定の広さの高木をすべて伐採し、明るい森の

再生を図り、明るくなった林では毎年下草刈りを

すると同時に落ち葉掻きをし、多様な生物の生息

域環境を整えたり、また昔ながらの下草刈りをす

る森を作ったり、森だけでも多様な管理手法によ

る取り組みを行っています。湿地の再生では、順

応的な管理手法を取り入れ、検証管理を図ってい

ます。池ではブラックバス・ブルーギルなど外来

魚捕獲を継続する一方、水質調査・生きもの調査

を行い、管理手法を生み出す努力を続けています。

田畑の耕作では無農薬栽培を徹底させ、栽培法

を工夫し、安全、安心の農作物作りを試みていま

す。特に田んぼは「塾」として塾生を毎年募集し、

無農薬、無化学肥料による米作り、「生き物いっ

ぱい、お米ザクザク、手間をかけない米作り、米

の文化を継承しよう」を合言葉に稲作の実践と学

習を行っています。冬水田んぼ（冬季も水を入れ

た田んぼ）・冬期は田を乾かす田んぼ、耕す（耕

起）・耕さない（不耕起）、一本田植え・3本田植

え、水苗代など、それぞれの手法の違による収量

の違い、労力の違い、生きものの違いを調べ、宍

塚にあった米作りを模索する一方、聞き書きによ

って得られた、米文化の伝承（さなぶり、お十八

夜のお月見―米の月見と言われる―餅つき・なら

せ餅）等の再現を行っています。米は日本文化の

源です。集落の形成、日本文化のよりどころとな

ってきたことを体験を通して学んでいます。

また地元でこれまで育てられてきた、「タノク

ロマメ」はたいそう味がよく、宍塚の特産と言え

る大豆ですが、これを地元農家からもらいうけ、

系統保存する一方、この大豆を栽培し、味噌や豆

腐、豆腐作りなど試みています。出来上がった味

噌は、日ごろからお世話になっている地元の方々

に毎年配っていますが、おいしいと評判です。

最近は梅畑等を借り受け、管理を行うなど、さ

らに広がりを見せています。また、農水省「農

地・水・環境保全向上対策事業」を地元農家と実

施しています。

これらの活動は会内部の組織、里山さわやか隊、

毎月里山で活動する大学生グループ、富士通、

INAXなどの企業との協働活動等多様な主体が関

わり活動しています。

活動する田畑、林等は地元の方から土地を無償

でお借りしています。嘗て美しい森、田畑が広が

っていた里山が荒れることに心を痛めておられる

地権者の方々が、私達が管理することを条件に使

用の許可を下さっているのです。池や湿地、散策

路などを含めると、管理に携わっている面積はお

よそ11haです。

②調査－里山について知ることがすべての活動の

原点－

里山の自然環境、歴史的な環境を理解すること

抜きに保全活動は行えません。会では発足以来さ

まざまな自然環境調査を行ってきました。2006貝の観察会
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年からは環境省モニタリングサイト1000調査の

里地里山コアサイトとしての調査を実施していま

す。調査によって、環境の変化を捉え、変化にい

ち早く対応することを目的としています。この調

査によって2007年宍塚でアライグマが確認され

ました。アライグマは農業被害、生態系への悪影

響が強く懸念される外来動物で、県内での広がり

を憂慮し、県内の生息状況の把握を行い、2008

年県議会に「アライグマ防除計画策定」の請願を

専門家らと連名で提出しました。その結果、現在

ではアライグマ捕獲の取り組みが県内市町村によ

って行われています。

また農業や日常の暮らしと自然とが深く結びつ

いて生み出された里山は､先祖の知恵の結晶､まさ

に文化遺産といえるものです。この30～40年で

農業も暮らしも急激に変化しました。里山の未来

を考えるとき、これまでの人と里山のかかわりを

学ぶことが､大切な緊急の課題です。そこで、会

発足以来里山の暮らしの聞き取りを継続してきま

した。その成果をまとめ、「聞き里山の暮らし－

土浦市宍塚－」（1999年148頁茨城県中学校推薦

図書）、「続・聞き書き里山の暮らし－土浦市宍

塚－」（2005年334頁）を出版しました。

農業労働の厳しさ、小作制度、家族制度、戦中

戦後の時期の苦労、今の暮らしにいたる努力、が

んばり、たくさんの技と知恵、里山の幸、豊かな

文化、人々のつながり、一人一人の誇り。この記

録は里山の問題だけでなく、広く一般にこれから

の暮らしや農業、自然と人間、人の生き方、社会

のありかたを考えるのに役立つものと考えていま

す。

③環境について学ぶ場－環境について学習する、

体験する場としての里山－

里山の利用を考える時、環境教育を実践する場、

体験する場としての価値が高まっています。幼児

から高齢者まで、里山での体験を通して、生態系

として自然を捉え、人も生態系によって支えられ

ていることを学習、即ち小中学校、大学・専門学

校と連携した環境学習、総合的な学習等に力を注

います。

地元宍塚小学校では1年生～4年生は四季折々

里山探検をする他、外来魚の解剖を通して外来魚

が生態系に及ぼす影響を学び、また絶滅危惧種で

あるオニバスを通して、貴重な動植物、自然環境

を保全することの大切さを学んでいます。更に5

年生は田んぼ体験、6年生はハスを刈り、広がる

竹林における竹の伐採、ゴミひろいなど里山を保

全する実践活動を毎年行っています。更に、竹を

使った卒業作品作りなど、楽しく多様な学習、体

験を行っています。中学生・大学生・ひきこもり

の若者達、目や耳が不自由な人達との活動も年間

を通して実施しています。ある時は目の不自由な

方が講師となり、観察会を実施、目や耳の不自由

な方々の感覚の鋭さに感嘆すると同時に、私たち

が失ってしまった機能・感覚に気づき、互いに助

け合うことの意味を考えさせられる時になってい

ます。

④宍塚の里山、活動を知らせる活動

年11回、１回14000枚の「宍塚大池のお知ら

せ」を土浦・つくばの子ども達に配布しています

が、それを見てよってやってくる親子が多く、会

の活動には子ども、親子連れの参加が多いのが特

徴です。情報満載の会報、月刊「五斗蒔だより」

（16p）は2010年12月で253号になり、継続して

発行しています。

⑤イベント活動

収穫祭、里山の春を楽しむ会、かかし作り、か

子ども探偵団
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かし送り、伝統行事「青屋箸」「さなぶり」「お十

八夜のお月見」「ならせ餅」等。

⑥学習、学び

里山の環境、歴史文化について学ぶ「土曜学習

会」「シンポジウム」などの他、里山を保全する

ためにどのような法律があり、どのような手法が

あるかを学ぶ「保全学習会」を県環境政策課、農

村環境課、林政課、都市計画課、観光課、企画課

の職員、土浦市環境保全課、観光課、都市計画課

の職員らと２・３カ月ごとに開催しています。

これらの活動は市民、行政、大学・研究所、企

業など、多様な主体の参加によって成り立ってい

ます。

そのような中、平成22年７月１日、日本河川

協会から「日本水大賞」を受賞、同年７月には国

税庁より、認定NPO法人として登録が決まりま

した。更に12月１日日本ユネスコ協会から宍塚

の活動が「ユネスコの未来遺産」に登録されまし

た。ユネスコ未来遺産運動は、「長い歴史を超え

て人々が紡ぎ繋ぎ紡ぎ続けてきた文化遺産や、自

然とともに生きる知恵や工夫の中でつくりあげて

きた自然遺産という豊かな贈り物に光を当て、そ

れらを未来に伝えていこうという人々の意欲を活

性化させることによって時代を切り拓いていくこ

と」を目的としています。選定委員会では宍塚周

辺の里山活動が「モデル性」「メッセージ性」「持

続可能性」「実現可能性」「公益性」の各観点から

高い評価を得たと聞き及んでいます。

「ユネスコ活動に関する法律」では、民間のユ

ネスコ活動に対し「国、県は助言を与え、及びこ

れに協力するものとする。」とあります。

また、同年12月３日国会で、「地域における多様

な主体の連携による生物多様性の保全のための活

動法」が成立しました。

宍塚の里山は３/４は私有地です。地権者にメリ

ットがなければ保全は極めて困難な現実がありま

す。地元の協力が得られるよう、地元の意向を尊

重し、法的な根拠を生かし保全の実現を目指した

いと考えています。

認定NPO法人とは，NPO法人のうち一定の要

件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けて

いるもので、NPO法人への寄付を促す制度です。

認定NPO法人への寄付は、個人も企業も税制上

の優遇措置を受けることができます。認定を受け

ることができたNPO法人は全国で190団体です。

詳しくは国税庁認定ＮＰＯ法人制度をご覧くださ

い。

現在会員560名、ご協力、ご参加をお願い申し上

げます

連絡先：305-0023 つくば市上ノ室292-5

認定NPO法人　宍塚の自然と歴史の会

及川ひろみ、

sisitsuka@muf.biglobe.ne.jp

URL：http://www.kasumigaura.net/ooike/

〔及川　ひろみ（おいかわ・ひろみ）〕

神奈川県川崎市出身。1978年茨城に転居。間もなく宍塚の

里山に出会い、保全の必要性を感じる。1987年、宍塚一帯に

開発計画があることを知り、1989年宍塚の自然と歴史の会を

立ち上げ、1997年から会長、2003年NPO法人立ち上げ以降

理事長。1990年から多様な生物の生育する森づくりに取り組

み、それをもとに1990年里山サミットを開催。2008年から

県の補助を受け、多様な生物の生息する森「ゴロベーの森」

作りに取り組む。

定置網による捕獲
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１．43歳で乳がんの告知

2000年７月、43歳の時に、突然の乳がんの告

知、そして右乳房と腋下リンパ節の切除手術を行

いました。腫瘍の大きさは13×11mmが１箇所

で、広範囲の乳管内成分があり、ステージⅡと診

断されました。

「１センチのがん細胞が育つのに７年を要し、

発症したのは７年前」と主治医の森島勇医師。７

年かけて自分のがんが育っていた事を思い知らさ

れ愕然としました。がんは最初、ゆるやかなカー

ブで増え、途中から急激な増加を見せるそうです。

腫瘍の大きさが１㎝を超えると、自分でも見つけ

やすく、私も触って見ておかしいと気づき、筑波

記念病院を受診したのでした。

筑波メディカルセンター病院で手術してみると

リンパ節転移がリンパ節10個の内２個みつかりま

した。ステージⅡの10年間の再発率は30%。「悪

いところは取りました。いつもと同じように暮ら

していいですよ。」と森島医師の言葉を信じ、

「30％の再発さえしなければ命には別状ない」と

安心してしまったのです。

当時小、中、高校の３人の子育てと緑地計画の

コンサルタントの仕事でつくばから東京まで通

勤、全国出張も多く、週末はつくばでの市民活動

とフル回転の毎日を送っていました。このような

生活をまったく変えることなく邁進してしまった

のです。

２．２年後に右胸壁への再発転移

ところが、２年後の2002年８月に今度は右胸

壁に乳がんが再発していることが定期検査でわか

りました。腫瘍の大きさは15×10mmです。森

島医師に再び手術で切除してもらいました。しか

し、乳房内の再発ならまだよいのですが、血液を

通じて身体全体にがん細胞がばらまかれている血

行性転移でした。

「がんが骨、肺、肝臓等に転移すると今の医学

では治せない」「再発乳がんの10年生存率は10％。

その10％の人が10年以上生きられる理由がわか

らない」「矢澤さんのがんは再発転移だからステ

ージⅣ（末期）」と包み隠さず話す森島医師。「こ

のままでは、10年以内に90％があの世へ行くの

だからその10％に生き残るしか道はない」とおぼ

ろげながら理解するのが精一杯でした。

３．星野式ゲルソン療法との出会い

ちょうどその頃、学童保育でともに子育てを行

い、故郷福島県で医院を開業していた内科医の角

田理恵子医師に相談の電話をしました。

「あなた崖っぷちに立っているのよ！まだ子ど

もたち小さいでしょ。子どもたちを残して死んで

もいいの！あなたはこれをやるしかないの

よ！！」と紹介されたのが「星野式ゲルソン療法」

との出会いだったのです。

角田医師の言葉は、重く厳しく真剣でした。森

島医師の言葉で事の深刻さはわかっているつもり

でしたが、「10％に生き残ればいい」と漠然と考

え、自分がどのような危険な状態にいるか、それ

を回避するにはどうしたらよいかを本当は自覚し

ていなかったのです。自分自身の考えの甘さを思

つくばからの発信

つくばを医食同源のまちに
－食は命を救う「乳がん２度の再発を星野式ゲルソン療法で克服」－

星野式ゲルソン療法を実践するランチの会 矢 澤　容 子
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い知らされました。

角田医師も、医院を開業する数ヶ月前に大腸癌

になり、同じ町内在住で大学の同級生でゲルソン

療法を広めていた星野仁彦医師夫妻の指導で、ゲ

ルソン療法に取り組み、現在も元気に医院を続け

ています。

ゲルソンのゲの字も知らなかった私が、角田医

師の叱咤激励と真実を告げる声で「10％に生き

残るにはこれしかない、やるしかない」と決断す

ることができたのだと思います。

４．星野式ゲルソン療法とは

ゲルソン療法とは、ドイツ人のマックス・ゲル

ソン医師（1881～1959年）が1930年代に開発

した、「がんを全身の栄養・代謝障害ととらえ、

食事を変える事によってがんを退縮させ、再発を

予防する治療法」です。あらゆる生活習慣病に有

効な結果を示しています。

角田医師にゲルソン療法を伝授した星野仁彦医

師は、20年前に大腸がんと転移性肝臓がんで５

年生存率０％（国立がんセンター統計）と告知さ

れました。精神科医でありながらうつ病となり、

どん底まで突き落とされ、偶然本屋で見つけたの

が、当時日本で初めて翻訳されたゲルソン療法だ

ったのです。

現在星野医師は、手術と抗ガン剤では治らなか

った大腸がんと転移性肝臓がんをゲルソン療法で

克服し、がんになる前よりも元気に活躍されてい

ます。

星野医師は、仕事とゲルソン療法を両立させる

ために、ゲルソン療法を簡便化し、より日本人に

合った「星野式ゲルソン療法」を編みだし、福島

県郡山市にあるロマリンダクリニックで治療にあ

たっています。

５．ゲルソン療法の開始と人生の軌道修正

早速2002年10月よりゲルソン療法を開始しま

した。当初は、大好きな魚も肉も卵もヨーグルト

やチーズなどの乳製品もケーキやアイスクリーム

などのお菓子もすべて食べられないこと。塩、し

ょうゆ、みりん、酒、白砂糖、サラダ油と普段使

っていたほとんどの調味料が使えないことに呆然

としました。

さらに、毎食500ｍl、１日1.5リットルの有機

野菜ジュースをジューサーで作って毎日飲むこと

はかなり大変です。

そのため、思い切って20年続けた仕事をやめ

ることにしました。大学院を出てから３人の子ど

もたちを保育園や学童保育に預けて、「働くこと

が社会に貢献し、自己実現する唯一の道だ」と信

じて疑わなかった私の人生を大きく軌道修正する

ことになったのです。

野菜ジュースには、有機ニンジン１日1.5kgは

必要でした。友人の紹介で、北海道、千葉県から

ニンジンの20kg、30kgの宅配が始まりました。

懇意になったつくば市の有機農家からは野菜がで

きると真っ先に電話が入り、10kg単位に買いに

行くようになりました。

何をどう作ればよいのかとまどっている私に、

夫が「僕が容子さんのためにおかず１品と野菜ジ

ュースを作ってあげるよ。」と台所に立ってゲル

ソン食を工夫して作ってくれたことは大変励みに

CROSSつくばno.37（2011.2）

■星野式ゲルソン療法の基本
（1）大量の野菜ジュースの摂取

人参、青汁ジュースなど、１日2000

～3000mlを数回に分けて飲む

（2）塩抜き（無塩食）

（3）脂肪・動物性蛋白質抜きの食事

油脂類と動物性蛋白質の制限（摂取

できる油：亜麻仁油、エゴマ油、シ

ソ油などのオメガ３脂肪酸とオリー

ブ油などの単価不飽和脂肪酸）

（4）アルコール、カフェイン、たばこ、

精製された砂糖、人工的食品添加物

などの禁止

（5）芋類、未精白の穀類の炭水化物、豆

類、新鮮な野菜や果物、堅果類、海

草を中心とした食事



CROSSつくばno.37（2011.2）20

なりました。その日から家族も玄米と野菜中心の

メニューを一緒に食べ、息子や娘のお弁当も玄米

と野菜中心に切り替え、みな文句も言わず協力し

てくれました。

夫の協力は毎日とはいきませんが、今でもゲル

ソン食やジュースをつくるのに疲れるとおいしい

ゲルソン食を作ってくれます。ゲルソン食を継続

する秘訣は、家族の協力と応援だと痛感していま

す。

６．７年７ヶ月再発の兆しなし

ゲルソン療法を始めて最初に大きく変わったこ

とは、バナナのような便が１日１～３回必ず出る

ことです。それまでは２日に１回程度のやや便秘

ぎみの便通で、それもころころとウサギのように

小さく短かったのです。それがトイレで一度に流

れないのではと心配するほどの太さと長さの見事

な便がいとも簡単に出るのには驚きました。

「ああこれが、健康な人間本来の便なんだ。」

と納得しました。これで、毎日身体の中に老廃物

がたまらず、新陳代謝がよくなっていることを実

感しました。

ゲルソン療法を始めて半年が過ぎた2003年５

月に、鎖骨下リンパ節の再発が見つかりました。

腫瘍は３、６、11mmの３箇所ありました。しか

し、２回目の再発はそれほどショックではありま

せんでした。なぜなら、新潟大学の免疫学の権威

である安保徹医師が著書で「再発は最初にいたが

ん細胞がそこに居づらくになって別のところに転

移することなのでよくなっている現れ」といった

内容のことを書かれていたのを偶然読んでいたか

らです。「ゲルソン療法の効果が出ているな！」

と実感しました。その時は、放射線を37回照射

し、しばらくするとリンパ節にあったがん細胞は

消失しました。

2003年の再々発で３番目のホルモン療法に切

り替えた時から全身がこわばりはじめ、「アイザ

ック症候群」と診断されました。以来、つちうら

東口クリニックの川嶋健吾医師に漢方を処方して

もらい、こわばりの症状は緩和できました。その

後全身のこわばりは、緩いホルモン剤に変えるこ

とで消失しました。

それまで、自分流で行っていた食事療法では十

分ではないと考え、2008年12月より済陽高穂医

師の食事指導とPET検査を受けました。済陽医師

は外科医でありつつ食事療法を指導している数少

ない医師の一人です。PET検査は異常なしでした。

2003年に手術した鎖骨下リンパ節周辺にやや影

が認められたところは、森島医師の超音波診断で

異常なし。毎年検査しているCT検査でもまった

く異常がみられませんでした。

2009年６月の済陽医師の診察では「まず大丈

夫だ。もう来なくてよい！」と力強い言葉をいた

だきました。さらに、2010年４月の森島医師の

診察では、「再発がんは治らない」と信じている

森島医師が「（矢澤さんの乳がんは）治ったんだ

ろうなあ」とおっしゃったのです。感無量でした。

その後、現在まで７年７ヶ月再発の兆しはあり

ません。1994年より20年ぶりに再開した山登り

は、ネパール、屋久島、白神、知床、利尻と１日

に12時間も歩くことができ、体力、精神力とも

に充実した毎日を送ることができています。

７．星野式ゲルソン療法を実践するランチの会

発足

2005年12月より自然食レストランオリザ舎の

加藤成美さんに肩を押され、多くの仲間に支えら

れ「星野式ゲルソン療法を実践するランチの会」

を発足させました。毎月第1日曜日と第３月曜日

にオリザ舎で、加藤さんの工夫を凝らしたゲルソ

ン食を食べながらの情報交換会を開催していま

す。

さらに、ゲルソンレシピの開発と講習会、有機

農業生産者の見学と収穫体験、シンポジウムの開

催、ゲルソン体験バスツアー、代替・統合療法ク

リニックへの見学会等を行い、つくばでのゲルソ

ン療法の情報発信拠点となっています。

また、有機野菜情報などを交換するゲルソンラ

ンチの会のメーリングは、約180名の方が参加し、

患者、家族、有機農業生産者等の活発な情報交換

の場となっています。

CROSSつくばno.37（2011.2）
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８．がん克服の取り組み

食事以外にもがんを克服するために次のような

取り組みを実践しました。

１）星野式ゲルソン療法と尿療法の実践

尿療法は星野式ゲルソン療法ではセットです。

魚介類は５年後、有性卵は７年後に解禁。８年目

の今もゲルソン療法継続中です。

２）仕事への考え方を変えたこと

休職でもよかったのですが、東京まで通ってジ

ュースを作り続けるのは無理かと判断してすっぱ

り会社をやめました。またつくばで活動すること

で仕事に値することができるだろうとも考えまし

た。仕事をしていた時は常に仕事の締め切りに追

われ肉体的にも精神的にもまったく余裕がなかっ

たと思います。今はストレスフリーです。

収入が得られる仕事ではなくても、ゲルソンラ

ンチの会で、より多くの方に食の重要性を伝え、

一人でも健康になってもらえるサポートができる

ことは、今まで以上に「やりがいのある仕事」だ

と思っています。

2007年からつくば市市民活動センタ－の非常

勤の仕事も始めました。人と人、人と情報をつな

ぐ仕事は天職かと思っています。

３）その日の内に眠ること

もともとすぐ眠れるのですが深夜まで起きてい

るのがあたりまえの生活でした。10時を目標に

その日の内に寝ることを日々心がけています。

４）化粧品やシャンプーや洗剤を変えたこと

皮膚や鼻から入ってくる発がん性物質を排除す

る生活がかなりできるようになりました。

５）嫌なことはやらないこと

自分自身が好きなことをやるよう心がけていま

す。嫌な仕事は断り、波長が合わない人とはでき

る限りつきあわないようにしています。

６）意識してポジティブな考え方にすること

相手を批判したり、今の状況を悪く取るのでは

なく、どのように考えればポジティブな生き方や

考え方になるのかを意識して考えるようになりま

した。そうすると困難も困難ではなくなり、今の

経験が明日の生きる力となり、より健康で幸せな

未来が開けるように思います。

９．統合療法の意義

私の乳がん治療は、２度の手術と放射線、４つ

のホルモン療法、漢方、星野式ゲルソン療法、生

活習慣の改善等、従来の西洋医学とそれ以外の代

替療法を合わせた統合療法を実践することで治癒

への道が開けたのだと思います。

これらを実践できたのは、多くの信頼のおける

医師と、ともに闘うがん友と、親身になって支え

てくれる家族や友人がいたおかげです。がんにな

る前よりも健康になって「がんになって良かっ

た！」という言葉をかみしめることができていま

す。

そして、ゲルソン療法は、マックス・ゲルソン

医師から星野医師、角田医師、済陽医師、そして

私へと、70年の年月を経てバトンが手渡され、

私を崖っぷちから救ってくれました。今度は私が

一人でも多くのゲルソン療法を必要としている

方々にバトンを手渡していければと願っていま

写真１：毎月2回開催のゲルソンランチの会

写真２：福島ゲルソンツアー、堀顕一農園を訪問
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す。そして、病気をつくるのも病気を治すのも自

分自身であることを今一度心にとめていきたいと

思います。

10．西洋医学の限界とこれからのがん治療

今や日本人の２人に１人ががんになり、３人に

１人ががんで死亡する時代となっています。家族

や親戚の中には必ずがん患者がいてもおかしくな

い時代です。しかし、最愛の家族や友人ががんで

命を奪われてしまうのは大変残念なことです。

「今の医学では進行がんや末期がんは助けられ

ないのか！」と絶望の淵にいる方も少なくないと

思います。しかし、実際には、私自身がそうだっ

たように、身近に進行がんや末期がんの患者がが

んから生還し、元気に生活している事実に出会う

ことができます。

ではなぜ助かったのか？それは、「現在のがん

治療の手術、放射線、抗がん剤の三大療法のみに

頼ってはいない」からです。

がんは「食事、心の持ち方、生活習慣、環境汚

染物質等の複合的な要因」だと考えられます。が

んを治すには、これらの要因を改善することです。

すなわち、三大療法を効果的に取り入れながら、

食事療法、温熱、気功などの代替療法、生活習慣

の改善、ストレスの軽減、環境汚染物質を排除し

た生活を心がけた統合療法を実践することです。

そうすることで体調を整え、免疫をあげ、人間本

来の治癒力を高めることでがんを退縮させ、再発

を予防することができるのです。

11．医食同源のまちづくり

10年に及ぶ闘病と活動の中で、「人間の身体を

つくる源は食物であり、安心安全な食べ物は有機

農業の土から生まれ、病気を治すのは毎日の食生

活が基本だ」ということに気づきました。

このことをより多くの方々に知っていただくた

めに、「健康を支える食と農」をテーマにシンポ

ジウムを毎年開催しています。

2008は、ＮＰＯ法人がんコントロール協会理

事長の森山晃嗣氏を招いて「アメリカはなぜがん

が減少したのか」という副題で講演会とがん患者

や代替療法にとりくむ方々とのパネルディカッシ

ョンを開催し、約200名の参加がありました。

2009年は星野式ゲルソン療法の星野仁彦医師と

済陽式食事療法の済陽高穂医師を招いて東西の食

事療法の両雄に「がん克服の食生活を学ぶ」とい

う副題で講演会とゲルソン療法実践者を交えたパ

ネルディスカッションを開催し約600名の参加が

ありました。2010年は、前年に引き続き星野仁

彦医師と甲田療法の実践と指導をされている境野

米子氏の講演会と、筑波大学で20数年にわたり

有機農業論を研究されていた橘泰憲氏を交えたパ

ネルディスカッションを開催し約500名の参加が

ありました。

がん患者や代替療法の会、有機農業生産者、有

機レストランやお店など、健康を支える食と農に

取り組んでいる多くの団体との連携が生まれ、こ

れらの団体の方々とシンポジウムや有機農業映画

祭の開催、つくば有機農業フォーラムの発足へと

発展しています。今後も、多くの団体の方々と連

携しつつ、つくばが医食同源のまちになるよう活

動を続けたいと思います。

〔矢澤　容子（やざわ・ようこ）〕

1957年兵庫県養父市生まれ。1977年筑波大学入学を機に

つくば市に定住。筑波大学大学院環境科学研究科修了。地

域＆緑地計画のコンサルタント勤務をへて、つくば市市民活

動センター勤務、雑木林で遊ぶ会、星野式ゲルソン療法を実

践するランチの会、つくば有機農業フォーラム立ち上げ等医

食同源のまちづくりをライフワークに活動中。
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つくばからの発信

関東名物、春先の土ぼこりをどうするか

元農業環境技術研究所所長 西 尾　道 徳

畑の風食

土壌が雨や風で圃場の外に運び出される現象を

土壌侵食、雨による侵食を水食、風による侵食を

風食という。両者を合わせた土壌侵食量が年間

10t/haを超えると、自然の土壌生成速度を大き

く超えて表土の減少が顕著になる。アメリカでは

畑からの土壌侵食量が全国平均で年間約10t/ha

である。日本ではアメリカほど深刻ではないが、

地方によっては深刻なケースが存在する。

毎年２月中旬から３月初旬の春一番の頃から、

中国の黄土高原で舞い上がった黄砂が日本に飛来

しているが、国内の畑からもこの時期から関東地

方を中心に風食で土ぼこりが舞い上がり始める。

風食は、①植物に覆われていない、②乾燥した、

③細かな粒子の土ほど、④強い風で、生じやすい。

このため、湿った水田よりも水の少ない畑で風食

は起きやすい。

かつては秋に作物が収穫された後、冬作物（ム

ギ類、ナタネなど）が播種されて春～初夏まで栽

培され、作物が風食を抑えていた。ところが、

1960年頃からの高度経済成長以降、コメを除く

穀物や油糧作物は安価な輸入品に切り替えられ、

ムギ類やナタネの国内生産が激減した（図1）。

この結果、北海道を除く都府県の畑では、６月

頃から11月ころまで野菜を中心に作物が栽培さ

れ、しかも秋の収穫後は裸地状態のケースが増え

ている。また、耕作放棄地が増え、裸地かそれに

近い状態で放置されているケースも多い。こうし

て春先に風食が起きやすくなった。

風食の程度は地域で異なる。３月の平年月間降

水量分布をみると、100 mm未満の比較的降水量

が少ないのは、北海道、東北地方の太平洋側、関

東・甲信、瀬戸内海沿岸である。しかし、北海道

や東北では積雪が残っているか、霜や融雪で土壌

が湿っているケースが多く、３月に乾燥している

畑は関東・甲信と瀬戸内海沿岸地方に多い。

さらに、細かい粒子の火山灰が降り積もってで

きた黒ボク土は風で飛ばされやすいが、北海道、

東北、関東甲信、南九州に多く分布している。瀬

戸内海沿岸には岩石の風化でできた石ころの多い

重い土壌が多く、黒ボク土よりも飛ばさ

れにくい。

これらのことを総合すると、春先の３

月に畑の風食が問題なのは関東甲信で、

北海道や東北で風食が問題になるのは４

月ないし５月である。

つくば市の隣の常総市石下出身の長塚

節は、農民小説「土」で、石下を舞台に

して明治時代の農民の貧しい生活を描い

た。その中で、冬の土は霜で固着して飛

図1 都府県の畑における主要冬作物の作付面積の
推移（作物統計から作図）
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ばされないが、春先になって霜が降りなくなると、

土が乾燥し、西風に飛ばされて黄褐色のほこりが

舞い上がることを記している。

風食による農業被害

農業では風食がひどくなると、①肥沃な表土を

失わせる、②根を露出させて作物の生育を阻害す

る、③有害な土壌伝染性病害虫を拡散させる、④

農作業者の健康を損なう、⑤農業用施設や機械を

損なうなどの被害を起こす。

こうした一般的問題に加えて、ひたちなか市な

どを中心に茨城県は、干しいも生産量が全国１位

だが、風食は干しいも生産の大敵である。１月か

ら始まる干しいも生産で、蒸しいも乾燥時に土ぼ

こりがいもに付着してしまうと、商品価値がなく

なってしまう。このため、市、JA、生産者、農

業改良普及センターなどで構成する「茨城ほしい

も対策協議会」が規格外のオオムギ種子を干しい

も生産農家に提供し、農家は秋に種子を畑全面に

高密度に播き、芝生状にムギを生やして、風食を

防止している。

しかし、干しいも生産が終わると、ムギが大き

くならないうちに、農家は２月下旬～３月上旬に

ロータリで畑に鋤込んでしまう。その後までムギ

を生育させて大きくすると、ロータリでは鋤き込

めなくなり、無理に行うと、作土が凸凹になって

しまう。春一番は鋤込んだ後にくるので、鋤込ん

だことによって、風食がかえってひどくなり（写

真1）、非農業の地域住民からの苦情が増える。

風食に対する地域住民の苦情

非農業の地域住民の多い都市農業では、畑から

の風食に一段と多い件数の苦情が出されている。

関東農政局は、都市農業に対する地域住民の評

価をアンケート調査した。その結果、都市および

都市周辺の農業や農地は、新鮮な野菜などの農産

物、うるおいのある景観、防災機能の提供など、

多くの項目で、圧倒的多数の住民に支持されてい

た。しかし、約40％の住民は、農業・農地が

「農薬の飛散・臭い・土ぼこり等によって生活環

境を悪化」させていると「思う・少し思う」と回

答していた（表1）。

東京都で農地率の比較的高い練馬区は、農地を

残すために協力できることは何かを区民に聞いた

ところ、「できるだけ区内の直売所で農産物を買

う」49.9％、次いで「畑からの土ぼこりやにおい

などについて理解を示す」31.1％などの回答が寄

せられた。この31％の住民が土ぼこりやにおい

などの農業のマイナス側面に理解を示すと回答し

たからといっても、我慢には限度があろう。イン

ターネット検索をすると、畑の風食に対する苦情

のコメントは多く、土ぼこりゆえに畑が隣にある

マンションの購入は止めたいとの意見もある。

練馬区に隣接した埼玉県新座市で

は住宅に囲まれた畑で野菜が栽培さ

れ、春の風食に市民から多くの苦情

が寄せられた。市役所は農業者と相

談し緑肥作物（野生エンバク、コム

ギなど）を選定した。これは土壌の

有機物を増やしたりセンチュウを減

らしたりする効果を持った作物で、

生育の途中で畑に鋤き込む作物のこ

とである。市役所は緑肥作物の種子

を希望農業者に無料配布し、秋に播
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写真1 裸地状態の畑からの風食（西尾原図）
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種して４月中旬まで栽培してもらい、春先の風食

の防止に活用した。

農業者への種子の配布に税金を使うことについ

て市議会が承認したのは、それによって風食防止

と土壌消毒用農薬による悪臭削減の両面で市民が

恩恵を受けるためである。

風食防止のために緑肥作物の種子を農業者に無

料配布している自治体は、新座市以外にも、清瀬

市、横浜市など、東京都とその周辺にいくつかあ

り、茨城県でも耕作放棄地を含め、つくば市、牛

久市、那珂市、東海村なども行っている。

意外に面倒な緑肥作物栽培

種子が無料でも、農業者が必ず播いてくれると

は限らない。緑肥作物を４月まで育てると大きく

なり、無理に鋤き込むと、土層に隙間ができて

表層が乾き、次作の野菜の種子の発芽や苗の定着

が悪くなる。刈り株が露出していると、土壌表面

を被覆する野菜用フィルムが破れてしまう。

新座市は農業者と相談し、この解決法として緑

肥作物をハンマーナイフモアで短く切断し、それ

を畑表面に放置して乾燥させた後、石灰窒素を散

布して鋤込む方式を採用した。そして、農業者が

ハンマーナイフモアを共同購入する際には、県と

市の補助金を使えるようにした。このように種子

の無料配布に加え、必要な作業機購入支援も望ま

れる。また、作物のない裸地状態の畑表面に、ネ

ット（網目３cm）を直接被せて防止する方法も

ある。これなら春から野菜をスムースに作れる。

地域住民から支持される農業が大切

表1のように農業・農地は地域住民にプラスの

効果を持っているものの、畑からの土ぼこりなど

のマイナスの影響がひどければ、畑がない方が良

いといわれてしまう。農業のマイナス側面をなく

し、プラスの側面を強化して、地域住民から支持

される農業にして、農地と住宅地の共存を可能に

することが大切である。春先にムギやナタネなど

の冬作物が減ったために、農地からヒバリがいな

くなってしまった。冬作物を増やし、風食をなく

し、ヒバリも復活する農業の再建を期待したい。

〔西尾　道徳（にしお・みちのり）〕

1941年東京都生まれ。1969年東北大学大学院博士課程修

了（土壌微生物学専攻）。同年農林省農事試験場採用。その後、

農林水産省の農業研究センター、草地試験場、農業環境技術

研究所などに勤務。農業環境技術研究所長退職後、筑波大学

大学院生命環境科学研究科教授。現在、明治大学農学部兼任

講師。

著書：『土壌微生物の基礎知識』、『有機栽培の基礎知識』、

『農業と環境汚染』、『堆肥・有機質肥料の基礎知識』（以上農

文協）、『図解雑学　農業』（共著、ナツメ社）など。

農文協ホームページで「環境保全型農業レポート」を連載中

http://lib.ruralnet.or.jp/libnews/nishio/
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今なぜ、食と農？

栄養バランスに欠けた食事、不規則な食事、生

活習慣病や肥満の増加、過度なやせ志向などが大

人のみならす子供の生活まで広がっています。と

くに、乳幼児、小学生の肥満、20～30歳代女性

の「過度なやせ」、40歳代～高齢者に至る男女を

問わずの肥満の問題は、高負担社会の進行にます

ます拍車をかけています。また、輸入食品の安全

性問題や食品表示偽造問題が度々起こり、食に関

する安全・安心を自ら見極めることが求められて

います。

こうした情勢のもと、国は平成17年６月に食

育基本法を制定するとともに、翌年３月には食育

推進基本計画を策定しました。これは、これまで

個人、団体・関係機関が個々に行っていた活動を、

行政、事業者、家庭、市民、地域ボランティア、

生産者、消費者、学校・幼稚園・保育所などが能

動的に一体となって取り組む国民的運動として展

開しようという基本的考え方のもとで、様々な体

験や学習などから「食」に関心を持ち、「食」を

正しく選択する力を身につけ、心身ともに健康な

食生活を実践できる人を育てることを目的とした

ものです。

食育の取り組みは、都道府県、市町村段階にお

いても進められています。つくば市でもこのほど

「つくば市食育推進計画」が実行に移され、毎月

19日を食育の日として市民生活の中に浸透して

きていると聞いています。また、食べ物が生産さ

れる現場そのものを子供達に体験させようとする

取り組み（教育ファーム）も各地に広まっていま

す。始まったばかりとは言え、一般市民の認識は

「食育」そのものを聞いたことがない、知ってい

るとしても、「ああ、農作業体験のことね。子ど

も料理教室のことね」って言う程度であり、関係

者のこれからの努力が期待されます。

私たちの生活で大切なものは「安全で健康的な

食事」、その食材を生産しているのが農畜・水産

業です。大切なのは食事を単なる栄養素の補給と

考えないでほしい。そんな今だからこそ食料生産

や健康的な食事を十分理解した指導者の養成が必

要だと考えています。筆者は、つくば地域に30

年余在住し農業技術開発に関わる仕事に従事した

後に、現在、「種まきから食卓まで」を熟知した

青年指導者の育成を目指す「食と農」の専門学校

に在職する立場から、食と農を結ぶ指導者養成の

あり方を当校を例として紹介します。

鯉淵学園の生い立ち

学園は、水戸市の中心地から南西15ｋｍに位

置し、キャンパスの広さは48ｈａ、農場や教育

棟、学生寮などが点在しています。学園の前進は

昭和20年、全国農業会「高等農事講習所」とし

て創設されました。その後、全国農業会の解散に

伴い、昭和23年農林省の助成により「財団法人

農民教育協会」が設立され、教育事業を引き継ぎ、

昭和26年に「鯉淵学園」と名称を改めました。

学校名の由来は、初代学園長小出満二による「全

国から集い来る若人を龍門の滝を登らんと淵に群

れ成す鯉」に準えたものです。時代と共に幾多の

変遷を経て、平成7年全国でも例のない４年制の

つくばからの発信

食と農を結ぶ青年指導者の養成

鯉淵学園農業栄養専門学校学園長 井 上　隆 弘
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「農業・生活専門学校」へ制度変更をした。平成

13年には人事院規則に鯉淵学園の学歴区分が

「大学4年相当」に位置づけられました。平成17

年には学校名を「鯉淵学園農業栄養専門学校」と

名は体を表す名称に改名し、同年文部科学省から

「高度専門士」の称号と大学院への受験資格が認

可されました。卒業生は約6,000名に達し、全国

各地ならびに海外でも活躍しています。平成21

年度卒業生の就職率は、就職氷河期にもかかわら

ず、94％でした。

種まきから食卓までの２年制「食農一貫教育」

鯉淵学園は平成21年度より２年制課程の専門

学校としました。自然豊かな環境の中で「食農一

貫教育」を展開し「タネまきから食卓まで」をキ

ャッチフレ－ズに農業ならびに栄養分野の指導者

ならびに実践者を養成することを主たる目的とし

ています。１学年の定員130名の小規模な学校で

すが、教室、グラウンド、学生食堂、学生寮の他、

作物・園芸圃場、畜産農場それぞれ10数ヘクタ

ール、乳肉牛140頭、生産物販売実習の場として

直売所「農の詩（のうのうた）」などを設置し、

キャンパス全体をミニ循環型社会・ゼロエミッシ

ョン型社会と模倣し、実践教育を展開しています。

これらの教育には、（独）農業環境技術研究所、

（独）農業・食品産業技術総合研究機構の先生方

の多大なるご支援を頂いているところです。

総履修時間は概ね2,500時間、約２／３は実

験・実習・演習であり、以下、４つの柱を教育方

針として実践力のある若者を育成しています。

１）環境保全・資源循環型農業の実践的教育

２）農畜産物の生産・加工・販売までの体系的実

践的教育

３）農業・農村の再生・発展に貢献できるリーダ

ー（ＪＡ職員等）および実践者養成教育

４）「タネまきから食卓まで、食の安全・安心」

を熟知した食生活改善実践者養成教育。

【食農環境科】

１）有機農業コ－ス

圃場における環境保全・循環型農業の実践によ

り、持続的な農業の発展を常に意識し、安全・安

心な食料生産のため、化学肥料や農薬、さらには

遺伝子組み換え種子等の生産資材を使わない有機

作物の栽培理論と技術を習得した実践者、ならび

に農業法人等でのリーダーを養成。主な科目は

「有機農業」「物質循環」「環境保全型農業」「農産

物の安全」「有機農業派遣実習」であり、約30科

目のカリキュラム構成。目指す就職先：新規就農

（有機農業者）、有機農産物を扱う流通業界、有機

農業生産法人、福祉施設自給菜園管理者。

２）アグリビジネスコ－ス

（１）就 農 専 攻：資源循環を基本として農産物

の生産技術や加工・販売を体系的に学び、青年農

業者を養成。主な科目は「農産物の栽培」「農業

機械の理論と実技」「農産物の加工」「経営体派遣

実習」であり、約30科目のカリキュラム構成。

目指す就職先：農業生産法人、農業経営者。

（２）畜産加工専攻：畜産物の生産技術や加工・

販売を体系的に学び、「家畜人工授精師」の資格

取得、さらには「受精卵移植師」の資格取得に向

けて理論と実践力を育成し、畜産経営の担い手な

らびにその技術者を養成。主な科目は「家畜飼養」

「繁殖」「家畜衛生」「家畜栄養」「受精卵移植実習」

「経営体派遣実習」であり、約30科目のカリキュ

ラム構成。目指す就職先：畜産経営者、畜産技術

者、観光牧場スタッフ。



（３）ＪＡ 専攻：農畜産物生産から流通・販売ま

でのアグリビジネスを体系的に学び、農業・農村

の再　生・発展に貢献できるＪＡ組織の担い手を

養成。主な科目は、作物栽培や畜産などの基礎科

目を踏まえ、「農業協同組合論」「農協法令」「農

協福祉・利用事業論」「農協簿　記論」を学び、

約30 科目のカリキュラム構成。目指す就職先：

営農指導を担当するJA職員、農業関連企業（ホ

ームセンター、種苗会社など）。

【食品栄養科】

食べ物は人間の命の源であり、食べ物をつくる

ことは、人の命を支えるための命（植物・家畜）

を育てることになます。食材生産現場を良く理解

し、「食の安全」、「食生活の改善」、「食農教育」

さらには「日本食文化の継承」を積極的に推進し、

即戦力となる栄養士を養成。主な科目は「食品学」

「「食材生産」「食品衛生」｢栄養学」｢調理学｣など、

約45科目のカリキュラム構成。目指す就職先：

保育所、幼稚園、学校、福祉施設および病院の栄

養士、食品関連企業の栄養士職。

社会人、大学卒業生を中心とした短期技術研修

食と農のブームの中、脱サラしてあるいは定年

を迎えた方々、さらには農業・食品分野の学部学

科を卒業しては見たものの技術がない、農業をや

ってみたい、食品加工技術を習得したいという学

卒者が驚くほど増えています。これらのニーズに

対応するため、本学園では、３ヶ月～12ヶ月の

専門的な技術研修プログラムを提供しています。

また、働きながら学べる３ヶ月～６ヶ月の週末研

修コースも開講しています。５反歩ほどの農地、

および宿舎、農機具を提供し、農業で自立してみ

ようとする意欲的な若者を対象にした自活研修コ

ースも導入しました。このような短期研修は、人

気抜群で現在常時35名～40名が連日圃場作業に

汗を流しています。圃場面積、指導教員数に限界

があり、多くの方々にお待ちいただいているのが

現状です。

海外青年研修、子どもたちの食農体験学習

タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン

など東南アジア、メキシコ、ブラジル、アルゼン

チンなど中南米諸国からの要請に応じ、数週間か

ら３ヶ月の食農研修を10数年前から実施してい

ます。寮生活をともにする国際交流は、本学青年

たちを刺激し、今ではタイ国農家にホームステイ

するプログラムに発展し、その体験が、学生達に

とっては、日本食文化、日本農業のすばらしさを

認識する良い機会となっています。

また、体験を通じた食育教育が、幼稚園、小中

学校で取り入れられたこともあり、毎年延2000

名以上の子ども達が広い農場で歓声を上げ、賑や

かな学園となっています。将来の食と農を担う自

然児に育ってくれるものと期待しています。

以上、筆者は、通勤すれば自宅から40分程度

の学園宿舎に単身赴任し、学生達と語らい合いな

がら過ごし８年目。これまで過ごした研究界では

到底得ることができないものを手にすることがで

きました。専門家は知っていることは当たり前。

それを知識レベル、興味の異なる集団に平易な言

葉で理解させることが教育者。これが普通の教育

者でしょう。その教育者が自分の言ったことを実

際にやってみせる、たとえば教授が圃場でトラク

ターや農作業管理機の操作を手際よく稼働させな

がら学生、研修生に説明するという理論と実践が

ないと彼らはついてこないのです。そして、「先

生、あの時のあの言葉、あの姿が今の私の支えに
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なってます。」という卒業生の言葉が指導者とし

ての最高の喜びとなるのでしょう。

参考資料

http://www.koibuchi.ac.jp/

〔井上　隆弘（いのうえ・たかひろ）〕

昭和17年９月生まれ。昭和42年九州大学大学院農学研究科

卒業、農学博士。昭和46年農林省農業技術研究所勤務。平成

元年農林水産省農業研究センター畑土壌肥料研究室長。平成

４年農林水産省農林水産技術会議事務局研究開発官。平成11

年農水省東北農業試験場長。平成13年独立行政法人国際農林

水産業研究センター理事長。平成15年鯉淵学園農業栄養専門

学校学園長。現在に至る。(財)農民教育協会常務理事、（社）

全国食肉学校理事就任。

クロスつくばアーカイブズ研究会の目標

当研究会は、つくばの家庭内に埋もれた古写真を集めて、文化・教育・産業など各分野にまとめ、編集する、

いわゆる「目で見るつくばの歴史」を作成している。しかし、個々人の古写真等を集めて編集しても、魅力あ

るストリー（物語）をつくらなければ、たんなる写真の羅列にすぎない。これらの写真が後世の人々の評価に

耐えるためには、「何を訴え、何を最終目的としているのか。」を語る必要がある。

現在、持ち主の話を中心にして収集した古写真をＫＪ法によって分類・整理している。しかし、何か物足り

ない。つくば地域で起こった出来事について全国的な評価がされていないのだ。

大久保廣子さんの「有線放送」の写真は「昭和30年（1955）、旧栄村・九重村・栗原村の３村の合併（桜村

となる）に伴い、昭和32年10月には、栄農協有線放送が開始された。」と説明されていた。グーグルで検索し

てみると、「1957年（昭和32年）の「有線放送電話に関する法律」の制定施行に伴い郵政大臣許可により正式

に日本全国で運用がはじまった。」とあった。このこ

とから、桜村村議会は最先端の情報を収集して人々

の暮らしなどに活かし実施していることが明らかに

なった。

一枚の写真は、その時代背景などをインターネット

情報で精査することによって、地域社会の当時の

“リアリティー”を再現することができるのではない

かと思っている。

（木村　滋）

ののの
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はじめに

財団法人ロータリー米山記念奨学会は、勉学・

研究を志して、日本に在留している外国人留学生

に対し、日本全国のロータリアンの寄付金を財源

として、奨学金を支給し支援している事業規模と

採用数において民間最大の奨学団体です。

米山奨学会の生い立ち

日本最初のロータリークラブ創立に貢献した実

業家・米山梅吉氏の功績を記念して発足しまし

た。

1952(昭和27)年、東京ロータリークラブの会

員によって、「米山基金」の構想が立てられ、世

界に「平和日本」の理解を願って、募金が始めら

れました。

1967(昭和42)年、当時の文部省（現文部科学

省）の許可を得て、財団法人ロータリー米山記念

奨学会と名称を改め、現在にいたっております。

この奨学金は、全て日本のロータリアンからの

寄付によって支えられています。

「タバコ１箱を節約して」を合言葉として始ま

った米山奨学事業は、設立以来、累計で世界119

の国、15,776人（2010年４月現在）におよび、

巣立っております。

目的として

米山記念奨学金の創設の目的は、日本が再び戦

争の過ちを繰り返さない誓いと、世界に「平和日

本」の理解を促すことにありました。

留学生が平和を求める日本人との出会い、互い

に信頼し合う関係を築き、将来母国と日本との

「懸け橋」となって、国際社会で活躍する優秀な

留学生を育てることを目的としております。

ロータリークラブを通して、日本の文化や習慣

など、地域社会の行事など参加して、ロータリー

の理想とする国際平和に貢献する人となることを

期待しているものです。

特徴は―

米山の奨学金は、単なるお金だけでなく、ロー

タリークラブによる世話クラブとカウンセラー制

度があります。

毎月クラブ例会に出席し、カウンセラーやクラ

ブ会員と心のふれあいを通して、異文化の交流お

よび相互理解を深め、ロータリーの奉仕の心を共

に学びます。

奨学期間を終了した後も、学友会（同窓会）を

通して、学友同士のネットワークを広げ、クラブ

やロータリー組織と連携した活動に参加できま

す。

元米山奨学生が組織する学友会は、日本国内に

30団体。海外では、台湾・韓国・中国の３つの

団体があります。

このように「他人への思いやりと助けあい」の

精神、ロータリーの精神を実践している団体であ

ります。

つくばからの発信

ロータリークラブは

“こんな良い事”をしています

第2820地区米山記念奨学会　総括委員長 久 野　茂



〔久野　茂（くの・しげる）〕

1945年６月　 茨城県鉾田市（旧旭村）に生まれ

1968年４月　 茨城県警察官拝命

1975年　　　 一般企業へ転職

1981年　　　 保険代理店　久野損保企画開業

1982年12月　 古河東ロータリークラブ入会

1997～98年　 古河東ロータリークラブ幹事

2004～05年　 古河東ロータリークラブ会長

2007年　　　 有限会社パートナーズ会長就任

2009～10年　 第2820地区米山記念奨学会委員

2010～11年　 第2820地区米山記念奨学会　総括委員長

現在は、茨城大学・筑波大学・流通経済大学の３校から毎

年30名ほどの海外からの留学生を支援している。
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いばらきブランド力

都道府県別の「ブランド力」なるものを民間機関が調査し、その結果「茨城県は最下位近く」と、一方で真

面目に他方で面白おかしく報じられている。これを聞いた時、「何でも無理やり数値化して、その数値が独り歩

きして魔法のように人や組織を縛ってしまい、さらにそのデータを売り物とし、それにつけ込んでブランド力

アップのためのコンサルタントなる商売が生まれるのではないか」、「余計なお世話だ、そこに住んでいる県民

がハッピーであれば、他府県から何と言われようとも気にする必要なし」と思っている。

「上位の都道府県民は、最下位の茨城県民よりハッピーなのか？」と素朴な質問をぶつけてみたいが、一つ

だけ気になることがある。それは数十評価項目の一つに「郷土に対する誇りや愛着に関するもの」があり、茨

城県はそのいわば「郷土愛的な指標」でも最下位に近いとのことである。他の項目はさて置き、これは最近一

番不思議でかつ由々しき問題ではないかと思っている。

どなたかこの問題を解析・解説していただけませんか？　私は人生の最初の約1/3は生まれ育った広島県で、

そして最近の1/3は茨城県で生活しているのですが、この郷土愛最下位は全く解せません！

（CROSS東海事業センター長　藤井保彦）

ののの
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米山奨学金と米山奨学生

「財団法人ロータリー米山記念奨学会」、通称

米山奨学会は、日本で最初にロータリークラブを

創立した実業家・米山梅吉氏の功績を記念し、

1952年に東京ロータリークラブにおける米山奨

学生制度の設立がその始まりである。米山奨学金

は、日本全国のロータリアンの寄付金を財源とし

て、勉学・研究を志して、日本に在留している外

国人留学生に対し、奨学金を支給し支援している。

事業規模と採用数において民間最大の奨学団体で

ある。創設目的は、①日本が再び戦争の過ちを繰

り返さない誓いと、世界に「平和日本」の理解を

促す、②留学生が平和を求める日本人との出会い、

互いに信頼し合う関係を築き、将来母国と日本と

の「架け橋」となって、国際社会で活躍する優秀

な留学生を育てる、③ロータリークラブを通して、

日本の文化や習慣など、地域社会の行事などに参

加し、ロータリーの理想とする国際平和に貢献す

る人材となることを期待するものである。

私が勉学のために日本に来たのは2004年９月

である。日本は近くにありながら遠い存在で、日

本に対しての知識は、数少ない紙面やテレビで見

たもののみで、暮らしていく中での実用的な知識

としては物足りなかった。私費留学であったため、

心構えはあったものの、中国と日本の物価の大差

に驚きと不安を感じ、生活費と学費のために授業

と研究の合間を縫ってアルバイトをしていた。仕

事と研究においては苦しみを感じたことはなかっ

たが、文化の違いには常に戸惑いを感じていた。

とくに、日本のサービス文化に慣れることができ

ず、仕事中に突然怒鳴られて怒りと鬱憤を感じた

ことや、言葉の使い方で誤解を招いたこともあっ

た。日本人との交流は主に研究が話題の中心とな

る学校内部か、あるいは、アルバイト先の職場の

仕事関係に限られていたため、日本人の普段の生

活ぶりや人との接し方、文化を深く理解すること

がないまま判断をすることが多かった。

日本に来るまではロータリーや米山奨学金とい

う言葉を耳にしたことはなかった。日本での勉学

中に、学校で毎年配布される奨学金関連書類等を

通して、米山奨学金に関心を持つようになった。

とくに、周辺の米山奨学生選抜に合格した何人か

の友人が、経済的に援助を受けている様子。各種

交流活動などを誇らしげに話す姿は、本当に羨ま

しく思えた。しかし、博士課程の低学年において

は、なかなか大学から推薦される機会に恵まれず、

米山奨学生になることをずっと夢見ていた。書類

選考、面接試験を経て、正式に米山奨学生の資格

を与えられたのは2009年４月からのことである。

それは博士課程の最終学年－学生生活最後の年で

もあった。

ロータリー米山記念奨学会が米山奨学生に期待

することは、日本を理解し、社会参加と社会貢献

の意識を持ち、将来ロータリーの理想とする国際

平和の創造と維持に貢献する人材となることであ

る。このため、学業、異文化理解能力、コミュニ

ケーションの意欲や能力に優れた、将来母国と日

本との懸け橋となって国際社会で活躍できる留学

生が奨学生として選出される。したがって米山奨

学生に選ばれたことは非常に名誉なことである

つくばからの発信

米山奨学生の使命

国際ロータリー第2820地区米山奨学生　学友会会長 金　玉 実
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が、同時に責任伴うものである。

米山奨学生の特典

修士論文、博士論文提出を眼前に控えている修

士・博士課程の最終年度において、学業とアルバ

イトの両立は次第に難しくなる。仕事をしないと

暮らせないが、アルバイトに入ると研究に専念す

る時間が短縮される。研究の進展が妨げられれば、

期日内に完成できない危険性が高くなる。このよ

うな経済的な心配は、米山奨学生に選定されてか

らはすっかり解消され、全力で勉学に励むことが

できる。私は、奨学金のお陰で、無事に博士課程

を修了し、博士号の学位を取得することができた。

また、望んでいた日本文化への理解、地域社会

との触れ合いの機会に恵まれたのも幸運であっ

た。米山奨学金は、ロータリークラブによる世話

クラブとカウンセラー制度がある。毎月クラブ例

会に出席し、カウンセラーやクラブ会員との触れ

合いを通して、異文化交流および相互理解を深め、

ロータリーの奉仕の心を共に学ぶという独特なシ

ステムが設けられている。米山奨学生として、例

会やイベントなどロータリークラブの各種活動に

参加することで、様々な職業に従事するロータリ

アンに出会い、ロータリアンの知恵、奉仕の心、

そして地域文化に触れ合うことができる。私の世

話クラブは結城ロータリークラブで、結城健田須

賀神社の小貫様がカウンセラーにあたってくださ

った。それまで一度も結城を訪れたことがなかっ

たため、結城というところ、結城に住む人々につ

いて何も知らない状態であり、結城の最初の例会

に緊張と若干の不安があった。しかし、皆様が温

かく迎え入れてくれ、結城についてや、中国につ

いて色々な話をしていくなかで、緊張と不安は解

消し、毎回の例会が楽しみになった。また、各種

地域イベントへの参加を通し、地域の人々や地域

文化に触れあい、より深く日本人と日本文化を理

解することができた。もし、私が米山奨学生にな

れなかったら、結城というところは、おそらく地

図上の一つの点にすぎなかったであろう。しかし

例会や地域イベントに参加し、カウンセラーやロ

ータリアンの方々との交流を通して、結城はただ

の地図上の点ではなく、自分を物心両面で支えて

くれる親しい人々が住む土地として、深い絆があ

る地域として、今は心から愛着を感じている。私

が博士学位修得決定の報告を申し上げた時、皆さ

んが自分のことのように喜び、大きな拍手を送っ

て下さったことは一生忘れない。博士学位授与式

当日は、カウンセラーの小貫さんご夫婦から、祝

福の言葉をいただいた。

このような交流の機会は、世話クラブだけでは

なく、茨城県を中心とする各種集会で出会った

様々な職業に従事されているロータリアンとの間

でもたくさんあり、励ましの言葉と絶え間ない支

援をいただいている。最近、北海道の斜里町に調

査に行ってきた。偶然泊まったホテルが斜里町ロ

ータリークラブの集会場所だったため、挨拶に行

った。私がいただいていた奨学金は、全国のロー

タリアンからの寄付で成り立っているため、すべ

てのロータリアンの方に感謝するべきだと思った

からである。事前予約も申し込んでいないまま、

例会に飛び込んだが、皆さんが驚きながらも暖か

く迎え入れてくれた。多忙にも関わらず、調査に

同行してくれたり、資料を検索してくれたり、あ

るいは地域交流の場を設けてくれたりと、全力で

支えてくれた。

ロータリー奉仕の心とはどこでも触れ合うこと

ができ、「輪」の力強さ、ネットワークの広さに

再び深く感心した。最初に、「輪」の力を体験し

たのは、毎年恒例で行われる「米山梅吉記念館」

視察旅行である。私たちのために尽力してきた米

山梅吉翁の記念館内見学の際、解説員の指示に従

って、輪を作り、手と手をつないだ。そして、解

説員に右手を挙げるように言われ、右手を挙げた。

すると、いつの間にか、自分の左手も挙がってい

た。右手だけを挙げるつもりだったのに、なぜ左

手まで挙がっているのか、「輪」の不思議な力を

体感した瞬間であった。自分からやることで他人

を支える、また、輪を通して他人に支えてもらう

ということ、まさに「何事も人々からしてほしい

と望むことは人々にもその通りせよ」といった米

山梅吉翁の願いそのもので、ロータリー精神の真

髄ではないだろうか。
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米山奨学生としての自覚

多くの申請者の中から選ばれた米山奨学生は、

ロータリアンたちが厳しい経済状況のなかで一生

懸命集めた寄付金でできた奨学金をいただいてい

る。ここには、平和を望むロータリアン一人ひと

りの期待が込められている。奨学金をもらうこと

は同時に期待を受け入れたことであり、一種の成

約である。米山奨学生としては、ロータリー精神

の根本を理解し、社会参加と社会貢献の意識を持

って積極的に国際平和の創造に維持への努力する

ことが必要であろう。中国には「一滴の水をいた

だいた恩に、湧き泉を報ずるべき」という諺があ

り、日本には「受けた恩は石に刻む、かけた恩は

水に流す」という諺がある．いずれも、恩を大事

にしなさいという願いが強く内包された言葉であ

る．いただいたご恩を心に刻み、自分からも与え

ることができる人間となれるように奮闘し、奉仕

の精神を受け継ぎ、ロータリーの輪を広げること

に尽力していくことが、私たち米山奨学生の心役

目ではないかだろうか。

奨学期間を修了した後も、私は世話クラブのイ

ベントや祭り、集会等に参加し、カウンセラーを

含むロータリアンとの面会、電話、メールなどの

交流を通じて、絆を深めている。組織としては元

米山奨学生が組織する学友会（同窓会）があり、

学友同士のネットワークを広げ、クラブやロータ

リー組織と連携した活動に参加することができ

る。元米山奨学生が組織する学友会は、日本国内

に30団体、海外では台湾・韓国・中国の３つの

団体がある。人は一人で生きられない。多くの

人々に支えてもらいながら生きている。とくに、

私たち奨学生はより多くの人々に支えられてい

る。米山奨学生としての誇りと責任感を持ち、国

と国とを繋ぐ架け橋となって、相互理解を深め、

ひいては世界平和の実現に貢献することが私たち

の使命であると考えている。

〔金　玉実（きん・ぎょくじつ）〕

1973年8月　中国吉林省に生まれる

1996年7月　中国東北師範大学卒業　学士（理学）

1996～2004年　中国長春市朝鮮族中学地理教員

2004年9月～2005年3月　筑波大学大学院生命環境科学研究

科　研究生

2007年3月　筑波大学大学院生命環境科学研究科博士前期課

程修了　修士（理学）

2010年3月　筑波大学大学院生命環境科学研究科博士後期課

程修了　博士（理学）

2010年4月～2010年11月　筑波大学生命環境科学研究科　博

士特別研究員

2010年12月～　筑波大学非常勤講師

2009年4月～2010年3月　国際ロータリー第2820地区米山奨

学生　学友会会長

米山奨学記念館見学
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はじめに

断食とは、英語でfastあるいはfastingと言うが、

意外と知られていない。朝食のbreakfastは小学

生でも知っているが、その意味が断食（fast）を

破る(break)と言うことを知っている人は少ない

であろう。

私が断食を始めた動機は減量のためであった。

化学会社でケミカルズの開発に従事していた37

歳の頃、体重が0.1tになろうとしていた。その頃

は、仕事のお付き合いも含めて３日に一度は居酒

屋をスタートにネオン輝く夜の巷を徘徊してい

た。アルコールはもとより甘味類も好物で、大食

漢でもあった。何とかせねばと、ご飯、パン、麺

類などの炭水化物の不摂取、こんにゃくダイエッ

ト、夕食抜きなど種々試みたが何れも長続きしな

かった。

某月某日、週刊誌で断食道場体験記なる記事を

見て、三杯のご飯を一杯に、お酒の五合を三合に

なんてことは毎日できない性格から、これはぴっ

たり目的に合う手段と考えた。淡路島、静岡、神

奈川、奈良、千葉などの民間道場は何れも経費が

掛かり、かつ、自宅から遠かった。その点、成田

山新勝寺は自宅から近い上に費用も一週間

21,000円（一日3,000円）で、即刻電話すると、

何と一週間で3,000円（当時、現在は10,000円）。

係の方が「ウチは、食事は無いのですよ！」。妻

に「ゴールデンウィークを3,000円で過ごす故に

家計の足しになるよ。」と自慢した程であった。

入道の手続き

成田山新勝寺断食道場参龍堂への手続きは、電

話でＯＫであるが、堂守さんから説明があり、病

院で断食許可の証明書（内診、血圧、尿検査など）

を貰って道場へ行き、申込書に必要事項を記入し、

規則遵守の誓約書を書く。誓約書には境内以外へ

の外出は禁止とあった。

道場での生活

5月のゴールデンウィークは陽気も温かく、道

場での生活も過ごし易いと思っていたが、お堂は

寒く、火鉢が入っていた。

その一

「寝具と小さなヤカン、湯飲み、座り机が貸与

される。」

男、女のお堂に分けられ、男子の部屋は約20

疊の広さで、最大10名、少ないとき１名で、“雑

魚寝”である。一人当たりの広さは畳み２枚。私

は鼾をかく方で、他人のそれは気にならないが、

かかない人は大変である。ある年夜中にふっと枕

元にひとの気配を感じたので、目を開けると、若

者が「鼾なんとかなりませんか？」とお願いされ、

謝るしか術はなかった。

寝具は、敷布団、掛け布団、毛布、シーツ、枕

とカバー、浴衣も貸与される。洗面類、着替えは

持参し、携帯ラジオ、２～３冊の本、筆記具も用

意した。

つくばからの発信

「私と断食」

牛久市在住 山 崎　吉 郎
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その二

「毎朝５時30分より朝護摩の行に参加が義務

付けられ、僧侶とお経（約40分間）を唱える。」

毎朝5時に起床し本堂へ。読経前、貫主以下の

僧侶が揃うまで会社で云う課長クラスの僧が説法

をする。記憶に残っている言葉は、「元旦に一年

の計を立てるが、５月頃になるとその計に綻(ほ

ころ)びがでる。従って、今日はその綻びを繕(つ

くろ)う時である。計画と行動を見直しなさい。」

との話であった。その意味するものは、まさしく、

「Plan do, check action（PDCA）」である。

お経は、僧侶の合唱に従って唱えることができ

た。そのハーモニーは見事なものである。その後

は自由時間で夜の消灯は21時、全員が床に着く。

もちろん、昼間でも寝ている人もいるが、消灯後

は電気スタンドで読書する人、ラジオを聞く人、

日記を付ける人など様々である。

最初のうちは時間をもてあまし、禁じられてい

る市街を散歩などしたが、年齢と共に部屋の中で

過ごす時間が多くなった。

その三

「断食開始当初の５～６年。」

当初は体力もあり、好奇心もあって、成田高校、

市役所、公園などを散歩した。しかし、次第に年

をとるにしたがって「往きは良いよい、帰りは怖

い。」で体力に不安を感じ始めた。市の図書館、

新勝寺の仏教図書館で各々２～３時間は過ごし

た。とくに、仏教図書館は当然だとは思うが、仏

教関係の蔵書が約25万冊あると聞いた。６～７

年目から写経を始めたが、初めは1枚書くのに2

時間30分～３時間掛かった。しかし、慣れと精

神力とで１時間30分くらいにまでに短縮できた。

願い事を念じながら書くときは相当疲れる。ある

友人の病気治療を願って友人名と願主山崎と描

き、朝護摩で火にかざして戴き、病院に見舞いに

行ったとき、「（写経を）寝具の下に敷きなさい。」

と手渡した。友人は現在健勝である。

その四

「食事の時間に合わせて水を飲む。」

水は何時でも飲んで構わないが、通常の生活の

ように、食事時間に合わせて湯飲みで１～２杯飲

むようにした。一週間で２リットルのペットボト

ルが約３本である。水以外に口にしないためか、

便秘になる。先輩に教わって大体三日目に緩下剤

を服用する。すると、四日目の午前中に猛烈な臭

いのする便が出る。これは“宿便”と云って、古

く残っていた食物残渣や腸壁に未消化で付着して

いたものまで排泄されるそうである。

その五

「断食症状」

ある年に歯が突然痛くなり、近所の薬局に相談

した。薬を服用できないため塗り薬の今治水を付

け、うがいをし、その後下剤を掛け便が出た途端

に痛みが取れたのは不思議であった。後日、この

痛みは未処置の虫歯と分かった。断食を始めて２

～３日目位から身体の弱い部分が反応して熱をも

ったり痛みやだるさを覚えるが、これは断食症状

と云われている。一般には多くのひとが経験する

と思われるが、とくに頭痛がするのは私だけでは

なかったのでホットした次第である。断食は糖尿

のひとに良いと云われているが、糖尿のある人は

断食中に足に熱を持っていたことでも良く理解で

きた。

医学博士で断食や食育などの専門家である石原

結實(ゆうみ)先生によると断食中血液アチドーシ

ス状態（身体が一時的に酸素過多状態になる）と

なり、病的細胞は自己融解し、新しい細胞が構築

されると言う。アチドーシス状態の時体内に残っ

ている糖やグリコーゲンなどの炭水化物は燃焼

し、これが３～４日続き、その後体内の脂肪が燃

えていく。また、血液が浄化され、状態が良くな

って副腎皮質からのホルモン分泌も盛んになり身

体の抵抗力が増すと云うのだ。私も含め断食中に

身体の状態が悪くなった人はいなかったと思われ

る。

一方で、断食の効用としては五感が甦(よみが

え)って、敏感になる。とくに私は味覚が鮮烈に

なり、ビールは苦く、ウイスキーは口の中で暴れ、

煮干し、昆布、カツオブシの出汁(だし)の違いま
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で分かるから、食いしん坊には毎年一番期待した

効果である。

その六

「２日目まではまだ思考力があるため仕事のこ

とを考えたが３日目以降は一日一日ただ耐えるの

み。」

ある著名な心理学者は「忍耐とは積極的な行動

である。」と云ったが、毎年優勝を逃す虎ファン

は、忍耐の連続で、私は十分理解できる。断食

10年目くらいから境内の出店のイカ焼き、焼き

そば、参道のウナギの蒲焼きなどの匂いには耐え

られるようになった。しかし、何故か酒屋の金看

板の銘酒の文字を見ると思わず生唾を飲んだ。

その七

「坊さんに間違われる。」

ある年の夏（年によって夏にも数回行う）、道

場の隣の水行場で井戸の釣瓶の水を浴びた。夏

（８月）とはいえ２～３杯で身体が冷たくなる。

作務衣に着換え、不動明王が祀ってある祠(ほこ

ら)で般若心経などのお経を上げていた。すると、

外からご婦人の声で「入って宜しいでしょうか？

和尚さんご一緒させてください。」と声を掛けら

れた。私は仕方なく「どうぞ。」と返事をしたが、

作務衣、頭、白い鼻緒の下駄などから僧侶と間違

えられたのだ。

その八

「体臭（大衆）浴場」

断食中は入浴を禁じられており、道場に風呂場

は無い。風呂は通常でも体力を消耗させるそうで

あるが、断食中は体力が低下しているにもかかわ

らず身体中が何となく気持ちが悪く、堪(たま)り

かねて密かに銭湯に行った。番台のおばあさんが

私を見るなり「あんた、断食のひとだね。」と云

ったが、その理由は体臭が凄いのだ。「これが本

当の体臭浴場だ。」（座布団１枚？）。

その九

「満願の日」

断食終了の朝、温かいお茶と二分粥が振る舞わ

れる。味覚が甦っており、このお茶を思わず二杯

は戴き、お粥も梅干しと焼き味噌で三杯くらい毎

年戴いた。今思い出しても本当に美味な一品であ

った。

満願の日には修了証書を頂くため参加者一同が

集まる。ある年、スタイルの良い綺麗な若い女性

たちと一緒になった。「どちらから来たの？」と

尋ねた。「JALの社員（スチュアデス）です。」と

の言葉が返ってきた。その後の会話から判ったこ

とは、客室乗務員（スチュアデス）は立ち仕事で

の接客サービスや緊急時の誘導などによるストレ

ス、不規則な食事などから胃腸の修復を含む健康

維持のため定期的に来ているとのことであった。

その十

「断食を通して得たこと。」

（１）改めて、生きることの大切さ、命の尊さを

知る。→情報から遮断され、座禅や写経を

通じて得られた。

（２）食物の有難さを感じる。→満願の日の二分

粥によって身体中に元気が甦った。

（３）人間の欲望の深さ、大きさを知る。→退堂

後、毎日の食事の量や質（種類）が次第に

エスカレートして行くことを感じながら思

う。

（４）人のさまざまな行動―自分を井伏鱒二の

「山椒魚」に喩えて思う。→二時間位の水行

場の祠で腰を掛けて行き交う人々を見てい

ると、何かその行動から「きっとこの夫婦

は、この親子は、この男女は・・・。」など

の将来が予測されそうな気分になることか

ら感じたのである。

（５）人々との出会い。→お笑いのピン芸人「コ

ラーゲンハイゴウマン」に断食を教えた。

彼はネタ帳に私の話を盛んにメモっていた

が、後日彼のブログに彼と写した写真を基

に断食の話を掲載していた。彼は偶にテレ

ビに出演するが、もっぱら全国行脚が主で

「ワハハ本舗」というお笑い集団に属して活

躍中である。
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余録：「御真言」

「ノウマクサンマンダバア、サラサセンダ、マ

ウカロシャ、ダ　ソワタラウンタラタアカンマ

ン。」。読経の最初と最後に唱えるもの。おそらく

梵語の音読みで、私は本当の意味を恥ずかしなが

ら知らないが、私は勝手に仏への挨拶や心を開い

ていますとの誓約などその場によって自分流に解

釈している。

注：インターネット情報によると、不動明王の守

護霊をもつ人は、「ノウマクサンマンダバザラダ

ンセンダー・・・。」を朝夕唱えると、より強い

加護をうけることができるといわれている。

おわりに

今振り返れば我ながら25年間（30数回）１年

も休まず良くやり続けたなぁと自画自賛である。

口の悪い先輩からは「ヤマちゃん　金掛けて太っ

て、カネ使ってヤセに行くなんて・・・。」と揶

揄される。私にとって断食は減量の手段であった

が、何時の間にか目的化していた。そして、また

断食の目的が年度毎に変化もしていた。精神修養、

行動の再企画化、友人への心の支援、種々の知識

の取得等々。たとえば、青汁のみで生きている人

を知ったが、ベジタリヤン（菜食主義者）と同じ

ように腸内細菌の働きにあると考えられる。人間

の腸内には100兆個、500種以上の細菌が棲んで

いるそうである。青汁や菜食だけで生きている人

は、“クロストリジウム”と云われる、食物繊維

を分解してタンパク質生成原料であるアミノ酸を

作り出す細菌が、一般の人々には全体の0.1%位

しかいないはずであるが、この人々は100倍近い、

9.8%もいることを知った。こんな知識（蘊蓄(う

んちく)）を得ることができたのも毎日読書三昧

の断食からである。

最後に断食は、やられていないひとが考えるほ

どハード（過酷）な行動ではないと言うことだ。

しかし、常人には真似ができない断食行がある。

それは比叡山延暦寺の阿闍梨(あじゃり)と呼ばれ

る高僧の行である。熊野古道を千日（約３年）掛

けて踏破し、その後水抜きの断食を８日間祠に入

っておこなうものである。非常に過酷な行で、テ

レビで放映されたが、行者は祠から両脇をかかえ

られて半ば仮死状態で出て来られる。正しく生き

仏様（阿闍梨）と称される所以である。

なお、断食を25年間30回として平均８kg減量

すると、８kg×30＝240kgとなる。現在私は

84kgで、この世に存在し、かつ、とくに内臓は

丈夫で元気に毎日を送っている。これも断食の賜

物かもしれない。

〔山崎　吉郎（やまさき・きちろう）〕

1941年生。1965年呉羽化学工業(株)（現 (株)クレハ）入社。

営業、労務、開発、関係会社役員を経て、2008年６月退職。

趣味：カラオケ、読書、ゴルフなど。
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筑波山南麓、つくば市北条地区に所在する旧矢

中龍次郎邸（以下、旧矢中邸）は、建材研究者矢

中龍次郎が昭和13～28年にかけて建設した和風

住宅である。その規模の大きさや内部の設えの豪

華さから、建設当時より地域では「矢中御殿」と

して知られていた。しかし、矢中龍次郎が昭和

40年に死去して以来、旧矢中邸は約40年にわた

って空き家となっていたため、建造物、庭園とも

に損傷が進んでいる。

そんな中、平成20年に所有者が変わったことを

契機に、地域の文化遺産として見直し、保存活用

に取り組む気運が高まった。また、当該地域では、

近年、地域に残る歴史的建造物を活用した地域づ

くりが活発しており、その一環としても、旧矢中

邸の保存活用は重要と認識されるようになってい

る。

本発表では、上記の背景を踏まえて、旧矢中邸に

関する学術的調査や学生を中心とした邸宅の保存

活用事業、管理主体としてのNPOの成立経緯な

どについて、報告を行う。

クロスつくばアーカイブズ研究会は、３つの事

業を行っている。

（１）つくばアーカイブズ大賞

今年で第４回目となるこの事業は、昨年同様、

個人の所有する写真、絵図、個人記録などを収集

し、編集、加工をする。そして、審査会を開いて

評価、公表、表彰を行うものである。

今年は７件、31作品、84枚の応募作品があった。

表彰式は、来年３月31日つくばサイエンス・イン

フォメーションセンターで行う予定である。

編集に際して、今年は写真の時代背景などを可

能な限り調べて説明文を付け加えた。

秋田雅之（CROSS研究員）

クロスつくばアーカイブズ研究会の活動記録

つくばからの発信

CROSS研究プロジェクト発表会

クロス企画委員会主催の「平成22年ＣＲＯＳＳ研究プロジェクト発表会」（齊藤鐵哉委員長）は

12月17日、つくば市竹園の文部科学省研究交流センターで開催されました。これは、当財団に登

録していただいた研究プロジェクトの成果を発表するものです。今回は５人の方の発表がありまし

た。発表内容の要旨と会場スナップ写真を紹介します。

（事務局）

井上美菜子

（NPO法人"矢中の杜の守り人"副理事長）

『近代和風住宅『旧矢中邸』の

再生と保存活用事業』
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（２）『目で見る筑波の歴史』写真展

この事業は筑波山神社との契約により、筑波山

周辺の古写真を展示・公開するものである。会場

を旧筑波山郵便局とし、一部展示のため、ピクチ

ャーレールを取り付けるなどの改修工事を行っ

た。写真パネルの他、ポスター、チラシなどを作

成し、TX各駅に貼りだす予定である。

会期は平成22年11月13日～平成23年11月で、

開催は、土、日、祝日の午前10時～午後３時ま

でである。現在約330名の方々が見に来てくれて

いる。

（３）アイラブつくばまちづくり補助事業

つくばアーカイブズ大賞で収集した各分野の古

写真を分野別に編集・加工して『目で見るつくば

の歴史』写真展などを開催・実施する。つくば市

の補助事業であることから、今年度終了後（平成

23年４月初旬）、実績報告書を提出する。

写真展は、つくば市役所やつくばサイエンス・

インフォメーションセンターなどで、広く一般に

公開していきたと考えている。

また、将来的には、つくばサイエンス・インフ

ォメーションセンター内に『目で見るつくばの歴

史館』、旧筑波郵便局内に『目で見る筑波の歴史

館・分館』を設置して広く一般に公開すると同時

に、デジタル化して、つくば市内の小・中学校児

童に教育資料として貢献したいと考えている。

一般の市民に怖いイメージが付きまとう中性子

が、物質・生命科学等の基礎的学術研究分野で大

いに役立つことが立証され、1994年のノーベル

物理学賞がブロックハウス（加）、シャル（米）

両博士に授与されてすでに16年が経過した。以

来、高強度中性子源としての研究用原子炉や加速

器が世界中で建設されてきたが、中でも我が国の

大強度陽子加速器施設（J-PARC、東海村）では

世界最強を誇るパルス中性子源が稼働を開始し

た。すでに2年前から国際共同利用も始まり、基

礎・応用研究から産業利用に至る幅広い利用が行

われつつある。

なぜ中性子は利用価値が高いのかを、なじみの

深いX線（放射光）と対比しながら紹介するとと

もに、それらの相補的利用例も示したい。特に国

の重要施策としてのグリーンイノベーション、ラ

イフイノベーションの推進には重要な計測手段と

して期待されており、すでに多くの大型プロジェ

クトが進行中である。また、世界の動向と我が国

の進むべき方向についても議論したい。

藤井保彦（CROSS副理事長）

世界最先端研究施設J-PARCと中性子利用

―基礎研究から産業利用まで―
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美しい色を示す青貝の微細構造と光学的性質

を研究した。試料は江戸末に造られた漆製品から

採取した。貝の構造を光学顕微鏡、走査型電子顕

微鏡、透過型電子顕微鏡等で観察した。以下に得

られた結果を示す。

（1）青貝の物質はアラゴナイト(霰石)とよばれる

三斜晶系の炭酸カルシウム(CaCO3)である。

X線的に結晶性の優れている青貝ほど良好な

色・光沢を示す。

（2）断面は層状で、規則性の高い構造であるほど

美しい色を示す。

（3）断面の透過電子顕微鏡像では、約0.5μmの

結晶層と約20nmの混合層が観察された。薄

層に隔てられた厚い結晶層はほぼ同じ方位を

もっている。

（4）約0.5μmの結晶層中には空洞および積層欠

陥があり、結晶の成長中に導入されたもので

ある。

（5）混合層の厚さはほぼ一定で、アラゴナイト型

の結晶粒子とアモルファスのCa酸化物がを

含んでいる。この層が干渉色を引き起こす。

以上、青貝の微細構造に関して新しい知見が得

られ、発色機構の大要も明らかになった。

（１）ＣＲＯＳＳの歩み及び各時点での「キーワ

ード」

（２）「総合科学研究センター」の運営組織

（３）ＣＲＯＳＳの運営組織（平成23年４月施行）

（４）総合科学とは

（５）私の歩み

１．ＣＲＯＳＳの歩み及び各時点での「キーワー

ド」

（１）1988年（昭和63年）

財団法人真空科学研究所として誕生（スタ

ート）

「産学協同」：Co-operative system on

industry and academy

（２）1998年（平成10年）

財団法人総合科学研究機構に改組（再スター

ト）

「総合科学」：Comprehensive Research

for Science and Society

（３）2011年(平成23年)

一般財団法人総合科学研究機構に改組（再々

スタート）

総合科学と「先端科学技術」：Advanced

science and technology

北田正弘（CROSS研究員）

美術工芸品に使われる青貝の

微細構造と光学的性質

西谷隆義（CROSS理事長）

新生クロスと総合科学について
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□総合科学とは

「総合科学研究センター運営規定（案）」の第２条（「総合科学」の定義）で、次のように記す予定。

「総合科学」とは、「人文科学」「社会科学」「自然科学」「人工科学」などの専門化された学術研究分

野の他複数にまたがる境界領域における融合された研究活動分野をいう。

参考：Comprehensive：１.理解力のある、幅広い理解力のある。２.包含的な、包括的で範囲の広い、

包容力の大きい。
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企画委員会の齋藤鐵哉委員長が開会あいさつ

つくばアーカイブ研究会について
補足説明をする木村滋会員（右）

高良和武先生と福本貞義両先生も
元気に参加して質擬に加わる

当日のスナップ

司会進行を務めた紅一点の小野史子編集委員

井上美菜子さんは写真やビデオなどをふんだんに
使い大型スクリーンをフル活用した

コーヒータイムには旧交を温めるとともに
情報交換も活発に行われる
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【井上　美菜子】

（NPO法人"矢中の杜の守り人"副理事長）

1985年　島根県生まれ

2008年　筑波大学第三学郡国際総合学類卒業

2010年　筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程世

界遺産専攻修了

2010年７月現在　

筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程世

界文化遺産学専攻在席

2007年よりつくば市北条地区の地域づくり活動に関わり、

2010年６月にNPO法人

"矢中の杜の守り人"を設立

【秋田　雅之】 （CROSS研究員）

昭和30年５月　結城市生まれ。

昭和54年３月　日本大学理工学部建築学科卒業。日本大学大

学院理工学研究科博士課程前期修了。

平成２年４月　クアトロ設立、後に秋田雅之建築・都市環境

研究所に改称。

平成10年７月 クアトロ綜合計画事務所設立。

平成11年４月 （財）総合科学研究機構内にエコロニ－研究

所設立。都市計画の手法（ﾌﾟﾛﾃﾞｭ-ｽ）の研究

の傍ら、財団の主席研究員兼エコロニ－研究

所所長に就任。

平成12年７月　茨城県常総市（旧水海道市）都市計画審議会

会長に就任。茨城県常総市都市計画審議会会

長。（財）総合科学研究機構　主席研究員。一

級建築士。

平成15年９月　ＴＶチャンピオン『リフォ－ム王選手権Ｖ』

優勝のほかに表彰、建築ジャーナル、住宅建

築、建築設計等、新聞への執筆など多数。

【藤井　保彦】（CROSS副理事長）

1966 阪大・理・物理卒、

1968 阪大院・修士修了、

1970 同・博士課程中退、東大助手（物性研）、

1973 理博（阪大）、

1979 米国ブルックヘブン国立研究所副主任研究員（物理部

門）、

1982 阪大助教授（基礎工）、

1988 筑波大教授（物質工学系）、

1992 東大教授（物性研）、

1993 物性研附属中性子散乱研究施設長併任、

2004 東大退職後、原研特別研究員（中性子利用研究センタ

ー長）、東大名誉教授

2005 改組により原子力機構特別研究員（量子ビーム応用研

究部門・副部門長）、

2007 同（量子ビーム応用研究部門長）、

2010 原子力機構退職、総合科学研究機構副理事長・東海事

業センター長．

2006 日本中性子科学会第4回功績賞受賞、

2009 平成21年度文部科学大臣表彰「科学技術賞（研究部門）」

受賞．

専門分野は、中性子と放射光Ｘ線散乱による構造物性研究．

【北田　正弘】（CROSS研究員）

昭和17年２月生まれ

昭和41年　東北大工学部金属工学科修士終了

昭和41年　日立製作所中央研究所

昭和48年　工学博士（北大）

平成９年　東京芸大文化財保存学教授

平成21年　物材機構　特別研究員

主な著書「初級金属学」「かたちの博物学」「江戸の知恵・江

戸の技」「薄膜材料工学」など。所属学会　日本金属学会、文

化財保存修復学会

【西谷　隆義】（CROSS理事長）

昭和16年１月生まれ。

東北大学工学部電子工学科卒業、

東北大学電気通信研究所（情報理論部門）助手、富士通株

式会社技師、衆議院議員赤城宗徳秘書、茨城県議会議員等を

務める。

現在は、学校法人筑波研究学園理事長、財団法人総合科学

研究機構理事長、学校法人霞ヶ浦高等学校理事長代行、財団

法人アジア学生文化協会理事、社会福祉法人愛信会（土浦

市・つくば市）理事長代行、社会福祉法人聖朋福祉会（城里

町）理事、財団法人研究学園都市ｺﾐｭﾆﾃｨｹｰﾌﾞﾙｻｰﾋﾞｽ評議員、

学校法人TSUKUBA Global Academy理事、株式会社つくば

研究支援センター取締役など。
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はじめに

2010年（平成22年）3月11日に茨城空港が開

港してから、まもなく１年が経とうとしています。

羽田空港の国際化や日本航空の経営悪化など、

日本の空を取り巻く環境が大きく変わろうとして

いる中、航空会社の就航交渉は難航し、紆余曲折

を経て、定期便がソウル便１便のみという厳しい

状況で茨城空港はスタートしました。

この1年間、初の国内線となったスカイマーク

による神戸便の就航や、全国的にも大きな話題と

なった中国の格安航空会社・春秋航空による上海

便の就航など、徐々に就航路線を増やし、いよい

よこの２月１日からは待望の国内新規路線となる

札幌便・名古屋便の運航も開始されるなど、よう

やく茨城空港が本来持つポテンシャルが示されよ

うとしています。

そこで、開港１周年を迎えた今、茨城空港のこ

れまでの取り組みを振り返り、日本の航空業界が

激変するなかで茨城空港が歩んできた道のりをあ

らためてご紹介したいと思います。

「茨城空港」の経緯

「茨城空港」という名称はいわゆる“愛称”で、

法律上の名称は「百里飛行場」になります。この

名が示すとおり、既存の航空自衛隊の百里基地を

活用した空港で、民間航空機も利用できるように

国土交通省によって整備された「共用空港」です。

（茨城空港のほかには、小松空港（石川県）や米

子空港（鳥取県）などが「共用空港」。）

この点が、福島空港や静岡空港のような、地方

自治体が事業主体となって一から整備された「地

方管理空港」とは異なるところです。

おそらく日本で最後、国内98番目に開港した茨

城空港ですが、その計画は今から15年前の1996

年（平成８年）に閣議決定された「第７次空港整

備五箇年計画」において、百里飛行場の整備の方

針が決定されたことまでさかのぼります。以降、

2000年（平成12年）度に運輸省（当時）におい

て事業化され、2005年（平成17年）には空港本

体の工事が着手されるなど、順調に整備は進んで

いきますが、その一方で、日本の航空を取り巻く

環境は急激に、以前とは大きく変わっていました。

逆風と決断

茨城空港は、「空港空白地帯」である北関東地

域の空港利用の利便性を向上させる空港として、

国では他の多くの地方空港と同様、国内の拠点都

市である札幌・大阪・福岡・那覇の４都市への路

線就航を想定して整備が進められていました。

ところが、茨城空港の開港を間近に控えた時期、

各航空会社は奇しくも茨城空港の開港と同年の

2010年（平成22年）10月に予定されていた、羽

経済・ビジネス

開港1周年・茨城空港の現在と「これから」
―変わる日本の空と茨城空港の挑戦―

茨城県企画部空港対策課副参事 池 畑　直 美

アシアナ航空



田空港の第四滑走路供用に伴う新たな発着枠の獲

得を第一義的に考えていたことから、同じ首都圏

にありながら全く未知数である茨城空港への就航

交渉は難航しました。また世界同時不況の影響等

による航空需要の冷え込みから、各航空事業者と

も地方空港における国内航空路線の廃止・縮小を

進めていた最中であったことも、茨城空港への就

航交渉にとっては逆風となりました。言わば、非

常にタイミングの悪い時期に開港を迎えることと

なったわけです。

このままでは開港時に就航路線がないという最

悪の事態もありうる、という危機感から、県では

開港を間近に控え一つの決断を行いました。それ

が、「日本初となるLCC（Low Cost Career：格

安航空会社）対応空港」とするためのターミナル

ビルへの設計変更です。

激変する環境への対応

茨城空港のコンセプトの変更にあたってポイン

トとなったのは、日本の航空業界がおかれた現状

でした。

その一つが、首都圏における国際航空需要の高

さです。前述したように、景気の低迷等による航

空需要の冷え込みから、地方空港においては国内

航空路線の廃止・縮小が進められていましたが、

一方で首都圏に限っては、増大する国際航空需要

に対し、慢性的に発着枠が不足しており、外国の

航空会社などが「首都圏に入りたくても自由に入

ることができない」状態が続いていました。この

ことにより、日本の国際競争力の低下が懸念され、

羽田空港の第四滑走路の供用や国際化など、首都

圏の発着枠拡大の取り組みが進められていたわけ

ですが、これでも伸び続ける航空需要に対して十

分とは言えず、数年後には再び発着枠が不足する

ことが見込まれていたのです。

二つ目が、日本における航空自由化の進展です。

政府の「アジア・ゲートウェイ構想」に基づき、

2007年（平成19年）には外国航空会社の地方空

港への乗入れが自由化され、地方空港の国際化が

一層進展することが想定されていました。一方海

外においては、LCC（Low Cost Career:格安航

空会社）と呼ばれる航空会社が低価格の運賃によ

り著しい成長を続けており、日本の航空自由化の

進展に伴い本格的な日本進出が見込まれていまし

た。

これらの情勢を見据え、茨城空港では首都圏に

位置する空港として、LCCを含む国際線のニーズ

をふまえ、かつ航空会社にとって重要な課題であ

る運航コストの低減を実現し、航空会社が乗り入

れしやすい環境を整備するために、航空機の運用

方式やターミナルビルの構造から見直すこととし

たのです。

具体的には、①ボーディングブリッジ（搭乗橋）

を設置せず、タラップによる搭乗スタイルを採用

したこと、②航空機の運用を、専用車両によるプ

ッシュバック作業を必要としない自走式にするこ

と、③通常の空港では２層に分かれている旅客動

線（出発ロビーは２階、到着ロビーは１階）を１

階に集約したこと、の３つがあげられます。いず

れも日本の空港では当たり前であった設計を一か

ら見直すことで、航空会社が支払う施設利用料や

固定経費の負担を軽減し、ローコストに空港を運

営できる環境を実現しました。特に同じ首都圏に

位置する、羽田空港や成田空港との差別化を図っ

たわけです。

この結果、これらの取り組みを高く評価してい

ただいたアシアナ航空が開港時から、追ってスカ

イマークが開港後すぐに、茨城空港に就航するこ

ととなりました。また2010年（平成22年）7月

からは、中国初のLCCである春秋航空が、同社初

の国際線進出先として茨城空港に就航いただいた
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ターミナルロビー



ところです。

アジアを中心に海外のLCCの日本進出が本格化

しようとしている現在、羽田空港や成田空港をは

じめ、全国の空港がLCCの誘致に向けた取り組み

を始めているところであり、いち早くLCCの誘致

に取り組んだ茨城空港の決断は正しかったと自負

しているところです。

茨城空港利用のメリット

LCC対応のターミナルビル設計としたことによ

るメリットも含め、茨城空港は利用者にとっても

非常に利便性が高い空港となっています。

例えば国の基幹空港であり、多くの旅客が集ま

る成田空港や羽田空港のターミナルビルは、非常

に広大ですが、それゆえに利用者にとっては移動

距離が長かったり、搭乗手続が混雑していたりと、

航空機に搭乗するまでに一手間がかかるという側

面もあります。

一方、茨城空港の旅客ターミナルビルは延床面

積わずか7,800平方メートル。幅が約120メート

ル、奥行きが40メートル程度しかありません。

国内線・国際線の双方に対応したターミナルビル

としては日本最小クラスのコンパクトさです。ま

たターミナルビルの目の前には1,300台分の無料

駐車場を用意しており、何日停めても無料となっ

ています。

このことにより、駐車料金を気にすることなく

車で直接空港までアクセスすることができ、長期

の旅行や海外旅行などで重い荷物があっても、移

動に苦労することはありません。また、ターミナ

ルビル内でも移動距離が非常に短く、フロア間の

移動もありませんので、あたかも電車に乗るよう

な感覚でスピーディに航空機に搭乗することがで

きます。

一度ご利用いただければ、どなたでもこの茨城

空港の気軽さ・便利さを実感していただけること

と思います。ご高齢の方や、小さなお子様連れの

方も快適にご利用いただくことができます。是非

一度、茨城空港発の空の旅をご体験ください。

おわりに

本格的な人口減少時代を迎えた今、地域を発展

させていくためには、定住人口や交流人口をしっ

かりと確保していく必要があります。空港は、こ

のために不可欠な広域交通ネットワークを支え

る、重要な公共インフラの一つです。

茨城空港が開港し、ソウル便や神戸便などの就

航によって、我々がこれまでより便利に関西や韓

国へ行くことができるようになったのみならず、関

西圏や海外からも多くの方が茨城を訪れており、空

港の開港を契機とした新たな交流が生まれていま

す。

こうした空港がもたらす利便性や交流をより一

層促進させ、空港を核とした地域振興や観光振興

に繋げていくためには、私たち県民自らが積極的

に空港を利用し、盛り上げていくという不断の取

り組みが欠かせません。

是非とも皆様方には積極的にご利用いただき、

この茨城県に新しくできた“世界への扉”を応援

していただきたいと思います。

〔池畑　直美（いけはた・なおみ）〕

1960年茨城県つくば市生まれ。1982年茨城県庁入庁、企

画部企画調整課企画員、企画部情報政策課ＩＴ推進室室長補

佐、主任政策員（総括）、企画部つくば・ひたちなか整備局つ

くば地域振興課課長補佐（総括）を経て、2008年より現職。
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はじめに

筆者が筑波研究学園都市（旧桜村）に引っ越し

てきたのは1974年９月であった。当時、土浦学

園通りは学園東交差点まで完成し、その先は東大

通りが北に向かって工事中であった。周辺一帯は

松林で、建物は竹園３丁目と吾妻4丁目に公務員

宿舎が建っているほか、松林の中に筑波大学の体

芸中央棟と体育館の２棟が望まれるのみだった。

利便施設は竹園ショッピングセンター予定地に小

さな売店があり、引越しに伴って必要な掃除用具

などが売られていたにすぎず、日常の買物などは

土浦まで出かける生活であった。また、道路等が

未整備のため長靴が必需品といわれていた。

以来36年が過ぎた。街はわが国の中枢的な研究

学園都市として大きく成長・発展した。

１　筑波研究学園都市のまちづくりの経緯

筑波研究学園都市（以下、つくばと記す）の建

設は、1963（昭和38）年９月に閣議了解された

国家プロジェクトとして進められてきた。

建設の目的は、「試験研究及び教育を行うにふ

さわしい研究学園都市を建設するとともに、これ

を均衡のとれた田園都市として整備し、あわせて

首都圏の既成市街地における人口の過密集中の緩

和に寄与する（筑波研究学園都市建設法・第１

条）」とされている。まちづくりの主な経緯は[表]

のとおりである。

具体的なまちづくりは1967年の都市建設の基

本方針決定および建設工事着手に始まり、マスタ

ープランに基づいて建設が進められた。1970

（昭和45）年５月に筑波研究学園都市建設法が定

められ、1980年９月の研究学園地区建設計画.

（旧計画、国土庁）によって建設が進められた。こ

の計画では、つくばは2,696haの区域に国の研究機

関と大学の43機関および多数の民間研究施設等を移

転・新設し、学園地区人口をおおむね10万人、うち

６万人分は公的機関等による計画的集合住宅地に居

住する、とされた。その後1998（平成10）年4月

に同建設計画が全面改定された。それとともに周

辺開発地区整備計画では人口を25万人とし、合計

35万人の国際的な研究開発拠点となる計画になっ

た。

建設が進む過程で、まず1971年４月高エネル

ギー物理学研究所が開設され、1972年１月に

「新住民」と呼ばれた居住者の最初の19世帯53人

が花室公務員宿舎に入居した。以来、筑波大学

（旧・東京教育大学）をはじめ移転機関が次々に

開設され、1980年3月末（昭和54年度末）に予

定43機関の移転・新設の完了をもって都市が「概

成」したとされた。

街づくり

成熟期に向かうつくばのまちづくり

筑波大学名誉教授 冨 江　伸 治

つくばセンターバスターミナル
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1985年3月つくばで国際科学技術博覧会（通

称・科学万博 EXPO’85）が開催された。このこ

とはまちづくりに対して大きなインセンティブと

なり、開発が急速に進んでいった。つくばセンタ

ービル（1983年６月）を皮切りに、ショッピン

グセンター「クレオ」（1985年３月）などが開設

し、中心市街地が形成されていった。

その20年後の2005年８月24日、首都圏新都市

鉄道「つくばエクスプレス（略称・ＴＸ）」が開

通した。それにともなって沿線開発が進められ、

つくば市内においてもUR都市機構による土地区

画整理事業5地区、計1,378 ha （想定人口８万人）

注１）などの新しい宅地が供給された。また、新た

に研究学園駅周辺に大規模ショッピングセンター

「イーアスつくば」の開設（2008年10月）や、つ

くば市新庁舎移転（2010年６月）などによって、

旧来からのセンターであるつくば駅周辺地区とと

もに、新たな市の中心地（副都心）が形成されて

いった。

この間の1987年11月、３町１村（谷田部町・

大穂町・豊里町・桜村）の合併によってつくば市

が誕生した。続いて筑波町（1988年１月）、茎崎

町（2002年11月）が編入され、現在のつくば市

が形成された。市の人口は約21.5万人（2010年

10月１日現在）、国・民間の研究所などに正職員

研究者１万人以上 文１）を有し、２週間以上滞在

した外国人は年間約4.7千人以上 文２） にのぼっ

ている。

２．まちの特徴

1998年に改定された研究学園地区建設計画な

らびに周辺開発整備計画地区に示されているつく

ばのまちづくりの基本目標は、①科学技術中枢拠

点、②広域自立都市圏中核都市、③エコ・ライ

フ・モデル都市 注２）とされ、一体的・総合的に

整備する、とされている。

研究学園地区は、豊かな自然環境や周辺集落の

景観に囲まれた地域に、住宅地と研究機関がそれ

ぞれゾーニングされており、研究・教育に特化し

た都市機能を持つ職住近接のニュータウンであ

る。総延長42kmの自転車歩行者専用道路など都

［表］つくばのまちづくりの主な経緯 

1963. 9

1965. 7

1967. 9

 

1970. 5

1971. 4

1972. 1

1973.10

1980. 3

1980. 9

1981. 8

1983. 6

1985. 3

1987.11

1998. 4

1998.10

1999. 6

2003. 6

2005. 3

2005. 8

2006. 3

2007. 3

2007. 4

2007. 6

2007.11

2009. 4

2008.10

2009. 5

 

2009.12

2010. 1

2010. 3

2010. 6

年・月 事　　項

研究学園都市の建設を筑波に決定 (閣議)

マスタープラン第1次案提示 (住宅公団)

都市計画の基本方針決定 (移転機関36、

事業面積2,780ha、閣議了解)、建設着工

筑波研究学園都市建設法施行

高エネルギー物理学研究所開設

入居開始 (花室公務員宿舎19世帯53人)

筑波大学 (旧・東京教育大学) 開学

43機関移転完了 (都市の「概成」)

研究学園地区建設計画 (旧、国土庁）

周辺開発地区整備計画 (旧、茨城県)

つくばセンタービル開設

科学万博つくば’85 開幕

ショッピングセンター「クレオ」スクエ

ァ開店

つくば市誕生 (谷田部町・大穂町・豊里

町・桜村の合併、1988年１月筑波町・

2002年11月茎崎町が各々編入)

研究学園地区建設計画（改定・国土庁）

ならびに 周辺開発地区整備計画 (改定・

茨城県)

つくば市・環境基本条例施行

つくば国際会議場エポカル完成

筑波研究学園都市建設法 (改定)

つくば市・都市計画マスタープラン策定

つくばエクスプレス（ＴＸ）開通

つくば市・ユニバーサルデザイン基本方

針策定

茨城県住生活基本計画策定

つくば市・特例市に移行

つくば市・景観条例施行

つくば市・きれいなまちづくり条例施行

つくば市・市民協働ガイドライン策定

イーアスつくば開店

筑波研究学園都市整備に係わる点検結果

報告書 (国土交通省・茨城県・つくば市)

都市再生整備計画 (第７回変更)

つくば市・新たなつくばのグランドデザ

イン提示

第2次つくば市環境基本計画策定

つくば市役所新庁舎開庁
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市基盤施設はよく整備されている。また、市内に

は大規模ショピングセンターが３ケ所、LALAガ

ーデン（16,200 m
2
）、つくば「クレオ」スクエ

ア（85,384 m
2
）、イーアスつくば（221店舗）が

在るほか、各種の利便施設なども充実している。

居住者の65%は居住歴が30年未満の若い街で

ある。居住者は「住みやすい」「どちらかといえ

ば住みやすい」と評価する人が80%、定住志向に

ついては｢ずっと住み続けたい｣「当分の間住み続

けたい」を合わせると82% 文３）」となっているほ

か、環境や景観について高い評価をしている。

３．成熟期に向かうつくばのまちづくり

近年、景観法（2004年６月）、住生活基本法

（2006年６月） など、まちづくりに関連する法

制度等が整備された。

つくば市では景観条例施行（2007年６月）に

より景観形成に留意したまちづくりが進められて

いる。そこでは（１）地形が織りなすつくばの景

観、（２）市域に広がる自然・田園・集落の景観、

（３）つくば研究学園都市の風格ある景観、（４）

つくばエクスプレスの開通がもたらす新たな景

観、をそれぞれ景観特性としたゾーンごとの計画

がつくられている。また、茨城県住生活基本計画

（2007年３月）注３） においては当県の住宅性能

水準、居住環境水準等が提示されている。

つくばはこれまで国の主導のもとに、都市基盤

が整備され、計画的なまちづくりが行われてきた。

2010年１月には、県とつくば市による「新たな

つくばのグランドデザイン」がまとめられるなど、

きめ細かな質の高いまちづくりに向けた新たな段

階に入り、成熟に向かっている、といえる。

４．これからの課題と方向

つくばはこれまで研究学園都市として順調に整

備されて来たといえよう。しかし、将来に向けて

課題もある 注４）。

「筑波研究学園都市整備に係わる点検結果報告

書－世界最先端の科学技術を活かした環境都市

『つくば』を目指す－」（平成21年５月、国土交

通省・茨城県・つくば市）において、今後に向け

ての問題認識や課題として以下をあげている。

・研究機関が集積立地している有利性を活かした

連携システムの構築とその成果の活用。

・独創的・先進的な研究を進める上で必要な研究

施設・設備の計画的更新。

・外国人（研究者）に対する生活支援等を担う協

働のシステムの構築。

・都市機能の充実・強化という観点での（中略）

基盤施設の老朽化への対応。

・環境に配慮した都市づくりを具体的な取組とし

て推進するシステムの構築や、公共交通や自転

車の活用等による環境に優しい域内交通システ

ムの確立。

・緑豊かな居住環境という視点をはじめとした国

家公務員宿舎廃止後の土地利用・機能等の確

立。

とし、「モデル性の高い都市の実現に向ける」と

結んでいる。

これらに加えて、筆者は以下の課題を加えたい。

＊転勤等により流動性の高い居住者がライフステ

ージに応じて適切な家に住み、良好なコミュニ

ティ生活を維持できるシステムの充実。

＊高層建築等による宅地の高密度化や景観破壊、

建売住宅の乱立による住宅地の質低下などを防

ぐ規制の強化等。

つくば市のまちづくりの基本理念は「市民協働

による人と自然・科学が調和した“田園都市”の

創造」とされている 文4）。また、つくば市は特例

TX・研究学園駅周辺
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市の指定を受けている。この制度は地方分権推進

を考えた制度で、暮らしに身近な行政権限をまと

めて自治体に委譲し、環境保全、都市計画や再開

発、環境・景観に関する権限（事務）などが大幅

に任される、というものである。この制度に則っ

て積極的な住民参加を図り、きめ細かな個性ある

まちが造られていくことを期待したい。

注１） WEB：つくばエクスプレス沿線のまちづく

り http:www tsukubaexpress-ibaraki.jp

注２）エコ・ライフ・モデル都市について「21世

紀の住文化やライフスタイルを提案するモデ

ル都市として、自然・田園と都市の調和、豊

かな文化、多様な住民の交流等を実現」と付

記されている。

注３）住宅基本法により、平成18年度～27年度ま

でを計画期間とした住生活基本計画の全国計

画が策定されており （平成18年９月閣議決

定、平成21年３月変更）、そのもとで各都道

府県計画での策定が義務づけられている。

注４）日経新聞・平成22年７月６日「首都圏経済・

茨城面」でヘッドライン「正念場の筑波研究

学園都市」の記事中に学園都市の状況や将来

に向けた動きや課題などが記されている。

<主な資料>

文１）平成21年度筑波研究学園都市立地機関調査

（平成21年３月、研究学園都市交流協議会）。

但し、アンケート方式による調査で回答率

49％の結果の数値であるため実数は結果の

数値よりかなり多いと考えられる。

文２）平成20年度筑波研究学園都市の外国人研究

者等の調査結果（筑波研究学園都市研究機関

等連絡協議会）。

文３）平成21年度市民意識調査結果、平成21年10

月、つくば市。

文４）つくば市都市計画マスタープラン 平成17年

３月、つくば市。

〔冨江　伸治（とみえ ・しんじ）〕

筑波大学名誉教授、

1940年５月大阪府生まれ、1966月３月大阪市立大学大学院

（修士）建築学専攻修了。工学博士（東京大学）。1966年４月

（株）RIA建築綜合研究所所員、1974年７月 筑波大学（芸術

学系） 講師、助教授・教授を経て2000年４月副学長、2004

年３月定年退官。現在宝塚大学非常勤講師ほか。著書：『建

築学大系30図書館・博物館の設計』（分担）1983年、彰国社。

『現代図書館学芸講座13 図書館の施設と設備』（分担）1988

年、東京書籍。『図書館ハンドブック 第６巻』（分担）2005

年、日本図書館協会。『JLA図書館実践シリーズ13 よい図書

館をつくる』（分担）2010年、日本図書館協会、ほか。
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昨年７月に筑協の会長に就任しました小野で

す。（独）産業技術総合研究所の副理事長であり

ますが、つくばセンター所長としてつくば地域に

関する様々な活動も担当しております。今回、２

年の任期で筑協の会長に就任した機会に、本誌の

紙面をお借りして、現在の筑協の活動について紹

介させていただきます。

筑波研究学園都市は、昭和38年９月10日の閣

議了解「研究・学園都市の建設について」により

建設が開始され、現在、国や独立行政法人の研究

機関の約４割に当たる31機関が集積し、民間の研

究機関等も含めると300機関を超える研究・教育

機関が立地する我が国最大の研究開発拠点です。

日本社会の成熟度が増し、社会の活力が失われつ

つあるのではないかとの懸念が口にされる今、日

本の新たな成長の種を生み出すものとして研究開

発への期待が高まっています。筑波研究学園都市

には、約１万７千名の研究者、約１万８千名の博

士研究員と学生に加え約２千名の外国人研究者が

研究活動に携わっていますので、その力が十分発

揮されれば、多くの成長の種が生み出されるはず

です。また、つくばエクスプレスが開業以来順調

に業績を伸ばしていることは、つくばエクスプレ

スの沿線を含むつくば地域が、新たな成長の場と

して期待されているものと見ることもできます。

こうした状況下で、筑協も新たな活動を模索し

ています。現在の筑協は、平成16年６月に、それ

まで別々に活動していた筑波研究学園都市研究機

関等連絡協議会(筑研協)と筑波研究学園都市協議

会(研学協)を統合して発足したものですが、平成

20年には、それまでの筑協の活動を見直して、報

告書「筑波研究学園都市の新たな展開　その集積

の活用と連携」を取りまとめ、以後その内容を実

現すべく平成21年に専門委員会等の再編や事務局

機能の強化を図ったところです。しかし、再編さ

れた体制での筑協の活動は、まだ緒に就いたばか

りですので、これからの活動で具体的な成果に結

びつけてゆきたいと考えています。

具体的には、昨年６月末に開催された総会で事

業計画が承認された以下のような活動を順次、実

行しつつあります。

○　「CO２排出ゼロ社会を目指したエネルギー

システム実証プロジェクト」の実現に向け、

推進体制の構築や外部資金獲得の活動（産学

官連携委員会）

○ つくばの研究開発への相談にワンストップで

応える体制づくり（産学官連携委員会）

○ ３Eシティーつくばモデル構築の推進（３Eフ

ォーラム委員会）

○ 機関横断的な人材育成方策の検討（人材支援

委員会）

○ 国際拠点形成の推進（国際化専門委員会）

○ 学園都市の景観・土地利用にかかる調査の検

討（環境・施設専門委員会）

○ 職場におけるメンタルヘルス問題への対策支

援（労働衛生専門委員会）

○ 筑協ホームページの充実（普及・情報専門委

員会）

また、研究開発におけるつくばへの期待から、

最近は様々な主体により「つくばの連携」が議論

街づくり

筑波研究学園都市交流協議会（筑協）
の活動

筑波研究学園都市交流協議会　会長

(独) 産業技術総合研究所　つくばセンター所長 小 野　晃
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されています。茨城県などを中心に、昨年１月に

取りまとめられた報告書「新たなつくばのグラン

ドデザイン」もそうした議論のもと取りまとめら

れたもののひとつですが、報告書に盛り込まれた

提言が、筑協の専門委員会等の活動と密接に関連

していることから、筑協の専門委員会の活動を充

実させることを通じて、その実現にむけて側面か

ら支援してゆきたいと考えています。

加えて昨年９月には、民主党が新成長戦略を実

現する方策として打ち出した総合特区構想につい

て、筑波大学、つくば市、茨城県の三者がつくば

地域を「国際戦略総合特区（仮称）」として申請

する事について、三者から筑協も申請者として名

を連ねるよう要請がありましたことから、筑波連

携を推進する一環として筑協も申請者の一人とし

て名を連ね、総合特区の実現に向け取り組んでゆ

くこととしました。さらに、昨年12月には第４

期科学技術基本計画が策定され、今後の日本の科

学技術の進む方向が明らかにされたことから、筑

協としても、つくばに立地する研究開発機関の交

流をさらに深め情報交換を密にして、つくばの研

究機関が基本計画の実現に貢献できるよう対応し

てゆきたいと考えています。

このように、科学技術に対する期待を背景に、

筑波研究学園都市を巡る状況は大きく動きだして

いますが、様々な動向を見据えながら筑協として

対応することが必要な場合には、筑協委員会で議

論して、その結果をもとに適切な行動を起こして

行きたいと思っています。

以上、筑協会長に就任して半年過ぎたところで

すが、現在の筑協の活動を簡単に紹介いたしまし

た。CROSSつくばの読者の皆様は、筑波研究学

園都市のますますの発展を願っている方々と存じ

ますので、筑協の活動をよく理解していただける

ものと思っています。筑協の活動について、様々

なご意見をお寄せいただければ、今後の筑協の活

動に大いに参考にさせていただきます。

今後とも、筑協の活動をご支援くださるよう、

よろしくお願いいたします。

〔小野　晃（おの・あきら）〕

1974年３月　東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課

程修了　理学博士

1974年４月　工業技術院計量研究所入所

1993年４月　工業技術院計量研究所研究企画官、熱物性部長

を歴任

2001年４月　独立行政法人産業技術総合研究所計測標準研究

部門長、研究コーディネータ（標準・計測担当）

を歴任

2006年４月　独立行政法人産業技術総合研究所理事に就任

2008年４月　独立行政法人産業技術総合研究所副理事長、つ

くばセンター所長に就任、現在に至る

また、2010年７月からは筑波研究学園都市交流協議会会長も

務めている。
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街づくり

国際交流から心の交流へ
～イタリア文化普及活動をとおして～

AmorosoKato代表/筑波学院大学非常勤講師

アモロソ　フィリッポ（トスカーナ伝統料理研究家）

AmorosoKatoマネジャー/レイキティーチャー

アモロソ 加藤 亜矢子（セラピスト）

１　イタリア文化普及活動への第一歩

イタリアには何歳になっても親しい友人や知人

を招いて誕生日のパーティーをする習慣があり、

私たちも2001年７月に行われた友人の誕生パー

ティーが出会いのきっかけとなり交流が始まっ

た。思えばこれが国際交流の第一歩だった。

結婚を機にイタリア共和国トスカーナ州フィレ

ンツェ県フィレンツェ市（Comune di Firenze

Provincia di Firenze Regione Toscana

Repubblica Italiana）から来日したのは2003年

１月のこと。来日当初は互いに忙しく、週末ぐら

いは一緒に過ごしたいという思いから二人ででき

ることを探しはじめた。最初はやりたい事が漠然

としていたが、それぞれが培ってきた「芸術」・

「料理」・「教育」という観点からイタリアに関

することを伝えていきたいと考えるようになり、

2005年２月にAmorosoKato Club･Italiaをたち

あげ、ここを拠点に活動を開始した。半年後、つ

くば市国際交流協会の原氏からNHK水戸放送局

が県内在住で料理を教えている外国人を探してい

写真 2 サンタマリア・デル・フィオーレ
（Santa Maria del Fiore）花の聖母（フィレンツェ）

写真 1 このヴェッキオ宮殿（Palazzo Vecchio）で
式を挙げた（フィレンツェ）
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るという連絡が入った。原氏によると自分で

NHKに交渉してほしいということだったので僅

かな可能性にかけて交渉を続け、出演を取り付け

ることができた。番組ではバーチ・ディ・ダーマ

（Baci di dama）というお菓子と ラ・タリアータ

（La Tariata）というイタリア版牛のたたきを紹

介した。こうして2005年12月にテレビ出演を果

たした。

この出演がターニングポイントとなり、活動の

第一歩を踏み出すことができたのである。

２　地域での活動

最初にイタリア料理講習会の依頼が入ったのは

2006年１月、水戸市内原中央公民館からだった。

その後もつくば市国際交流協会(Tsukuba

International Associatio)、阿見町国際交流協会

(Ami International ExchangeAssociation)と続

き、土浦ユネスコ協会(Tuchiura UNESCO

Association)や牛久市国際交流協会(Ushiku

International Association)からも声がかかるよ

うになった。

2007年５月からはつくば市ふれあいプラザ

(Tsukuba Community Plaza)（以下プラザ）で

の講習会が開始され、来年で４年目を迎える。こ

こでは「陽気にイタリアン」、「トスカーナ料理」、

「シチリア料理」など伝統的な家庭料理を紹介し

ている。

また、土浦市や近隣地域の公民館でも講習会を

実施している。2008年からは土浦市の児童健全育

成推進事業の一環で行われているチャレンジクラ

ブ事業から依頼を受けて子どもを対象とした講習

会を実施している。これは子どもたちにイタリア

の文化を体験してもらう絶好の機会となっている。

３　学校での活動

写真 3 ヴェッキオ橋（Ponte Vecchio）で
記念撮影（フィレンツェ）

写真 4 NHK水戸放送局での番組出演の様子

写真 5 つくば市ふれあいプラザでの
料理講習会の様子

写真 6 テレビ撮影の様子（関西読売放送）
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その後もNHK教育テレビ「イタリア語会話」

や民放の番組出演を機に大学や専門学校、さらに

は小・中学校から講師依頼が入るようになった。

当初、日本とイタリアでは授業の捉えかたに違

いがあり戸惑いを感じていたが、最近では日本式

の授業にイタリア式の授業スタイルを盛り込むな

どの展開を試みている。また、つくば市や土浦市

の小・中学校で行われている国際交流の特別授業

ではイタリアの同年代の子供たちの間で流行って

いる遊びを盛り込んだ授業を展開している。さら

にここでは日本の学校給食を体験することができ

た。イタリアにも給食は存在するが、日本のよう

にシステム化されていないため、昼食時に家に戻

る生徒は多い。

日本とイタリアでは学校をとりまく環境や文化

は違うが、こうした異文化体験をとおしてイタリ

アを身近に感じてもらえたら嬉しい。

４　活動の広がり

2005年に活動の一環として地域の音楽家と連

携した芸術活動を開始することになった。これは

市民オペラ団体コローレ・ロッソ（Colore Rosso）

主宰の安東有貴恵氏との出会いによって実現した

もので、舞台美術やイタリア語の指導を担当して

いる。これが縁となり全国で市民オペラの育成に

尽力されているオフィス松山代表の松山雅彦氏と

出会い、東京や埼玉で活動を展開している。

2008年にはプラザと連携してイタリアの古典

歌曲と料理のコラボレーションコンサートを開催

し、イタリアの文化を紹介することができた。

こうした活動が地元紙や情報誌に取り上げられ

るようになり、2009年12月にはつくばインキュ

ベーションラボ代表の島袋典子氏から取材を受

け、この記事が『つくばスタイルNo.10』（エイ

出版社）で紹介された。この掲載がきっかけとな

り４月には東京大手町で料理講習会を開催する運

びとなった。つくばの野菜を使った料理は受講者

から好評を得ている。さらに活動は展開をみせ、

６月には境町を拠点に結婚支援活動を行っている

NPO法人ベルサポート（以下ベルサポート）の

小野史子氏より依頼を受けて恋愛セミナーを行っ

た。こうして多くの方のご協力のもと、さまざま

な視点からイタリアの文化を伝えられることに感

謝している。

５　「よそ者」が暮らしやすい街“つくば”

この活動を続けてこられた理由の一つに「つく

ばを拠点に活動をしていたから」というのがある。

これはこの街が特異な環境だからかもしれない。

1960年代から筑波研究学園都市の建設にとも

ない開発が進み、1973年２月には東京教育大学

が旧桜村に移転し現在の筑波大学が開学された。

これにより全国から研究者や学生が集まり、外国

からも多くの研究者や留学生が集まった。現在つ

くば市の人口の約３割が外国人である。こうした

背景からこの街にはさまざまな文化が根付き、よ

そ者が暮らしやすい環境が築き上げられていった

のではないかと推測する。

つくばには「よそ者」を受け入れる文化があり、

写真 7 水戸日建工科専門学校での入学式の様子

写真 8 川口シティオペラを考える会の
『カルメン』カーテンコールの様子



違和感なく過ごせる環境が整えられている。これ

が“つくばらしさ“なのかもしれない。

６　今後の活動

2010年４月、ベルサポートと連携して婚活と

イタリア料理のコラボレーションイベントを開催

した。このイベントをとおして「食」が「絆」を

深めるための重要なツールになることを再認識す

るとともに今後の活動への大きなヒントを得るこ

とができた。今後は国際交流という枠を越えた心

の交流を目指して活動を続けていきたい。

７　おわりに

最近、イタリアでも核家族化が進み、家族のあ

り方が再考されだした。かつては大家族で暮らし、

その中で絆がうまれ、思いやりの心が育まれてき

た。今、その関係が薄れてきている。私たちにで

きることは何だろう。その答えをさがすために、

まずは挨拶を交わし、声をかけあうことからはじ

めてみようと思う。

〔AMOROSO FILIPPO（あもろそ・ふぃりっぽ）〕

芸術大学卒業後、フィレンツェで制作活動をする傍ら、料

理研究家の父の下でトスカーナの伝統料理を研究。2002年10

月に結婚。2003年１月に来日。2005年２月にAmororoKato

代表となりイタリア文化を広げる活動を開始。現在、筑波学

院大学非常勤講師。水戸日建工科専門学校講師。TV出演など

メディアをとおしてイタリア文化の普及に力を注いでいる。

〔アモロソ加藤　亜矢子（あもろそかとう・あやこ）〕

大学卒業後、教員を経て渡伊。2002年10月にイタリア・フ

ィレンツェで結婚。2003年１月に帰国し、夫とともに2005

年からイタリア文化を広げる活動を開始し、活動の一環とし

てイタリア各地に伝わる手打ちパスタの研究をはじめる。現

在、東京で仕事を続けながら、AmorosoKatoマネジャーと

して、また家族の健康管理のために修得したレイキティーチ

ャーとして活躍している。
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「オートリキシャ」

昨年11月、インドの西ベンガル州コルカタ市内にある「院日文化センター」で絵画展を開催した。そのサポー

ト役としてソルトレイクに二週間ほど滞在した。「うるさい」「臭い」「汚い」と形容している同市内は、1995年に

西谷隆義理事長等と初めて訪れた時の印象とあまり変わらない。それでもひいき目に見れば少しはきれいになった

のかとも思える。

人力で走るリキシャが少なくなりその変わりエンジン付きのオートリキシャなるものが登場して混雑した道路を

縫うように走っている。日本ではお目にかかれない三輪タクシーだ。後ろに３人と運転席横に１人の乗客を運ぶこ

とができる。しかし、定員を守ることはまれでほとんどが詰め込めるだけというもので６，７人はざらだ。

展覧会場の隣がガソリンスタンドで朝になるとＬＰガス補給のためオートリキシャが列をなしてならんでい

る＝写真。運転手は車体が軽いうえに燃料節約からスタンドまで愛車を押したり引いたりして給油を受ける。

タクシーも信号待ちで必ずアイドリングをする。トイレに紙はなく水の入ったタライがある。飲食店にはスプ

ーンやフォークがない。これらのことは全部自らの手で

対処する。地球に優しい環境への取り組みと考えれば先

進国の上をいっていることになる。

しかし、街中のいたるところに散乱しているゴミの多

さを考えればそうとも言い難い。日が当たれば必ず影は

できるがインドの格差社会は日本と比較にならない。ゴ

ミを片付けるのは下層労働者への仕事の配分でもあると

聞くと唸ってしまうのだ。

（御供文範）

ののの
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新たな「飛躍の年」を迎えて

一般財団法人総合科学研究機構(ＣＲＯＳＳ)の

母体でもある「財団法人真空科学研究所」が誕生

したのは、1988年（昭和63年）のことです。そ

れから10年後の1998年（平成10年）に、事業目

的を抜本的に見直して「財団法人総合科学研究機

構」へと改組し、新たな歩みを開始しました。

そして、昨年までの12年間、総合科学に視点を

置いて「研究交流」と「研究支援」を主なる事業

として活動してきました。それは、学校法人筑波

研究学園(ＴＩＳＴ)との連携によるもので、そこ

には『ＣＲＯＳＳつくば』という名称の機関誌

（年３回発行）の発行がありました。この機関誌

は、「筑波研究学園都市交流協議会」（筑協）の会

員をはじめとして、広く配布してきたため、「財

団法人総合科学研究機構＝ＣＲＯＳＳ」は、それ

なりに知られる存在となってきました。

平成21年に入り、「新たな変化」を予感させら

れる情報が、「ＣＲＯＳＳネットワーク」の関係

者から寄せられました。その内容は、「総合科学」

とは異なる「先端的科学技術」に関する事業の導

入についてでありました。このことは、ＣＲＯＳ

Ｓという小さな組織にとっては、「極めて大きな

事業」と映りました。しかし、これまで培った人

的ネットワークを活用し、各方面からの協力を得

られるならば「道は開ける」との助言もあり、平

成22年初めより、その準備に着手しました。具体

的には、「東海事業センター」の開設ということ

でした。

「2010年」（平成22年）という年は、これらの

作業のほかに、「一般財団法人への改組」という

手続きが加わりました。この法人改組とは、平成

20年12月に施行された「公益法人の抜本的見直

し」という法律に基づくものです。これによれば、

従来の公益法人を「公益財団法人」か「一般財団

法人」のいずれか平成25年11月末までに改組す

ることが義務づけられました。これに対し、ＣＲ

ＯＳＳでは、弾力的事業に取り組むことが可能な

「一般財団法人」の道を選ぶこととし、平成22年

12月17日に正式に認可されました。こうした事

情により、平成22年度という年は忙しい１年間で

した。

そのような１年間が経過し、「再々スタートの

年」とも言える「2011年（平成23年）」を迎える

こととなりました。

なお、私は諸般の事情から、昨年５月30日の理

事会そして評議員会におきまして、理事長に選任

されております。しかし、「法人改組の手続」や

「新規事業の導入準備」など過渡的な面が多く、

正式なご挨拶をしないまま、その重責に付き、実

務に当たっているのが現状です。このことは、他

の理事そして評議員も同様であります。そうした

状況下にあるＣＲＯＳＳでありますので、本年が

「良い年」であり「飛躍元年」となりますよう、

ご協力ご支援の程を宜しくお願いする次第です。

「産学協同」を設立趣旨として誕生

「大きな可能性」と「大きな期待」には、常に

「大きな使命」が伴うものです。このことは、Ｃ

ＲＯＳＳについても言えることと思います。その

責務を遂行するには、「人の和」が最も大切であ

り、各方面からのご支援とご協力が不可欠であり

人・ひと・ヒト

「総合科学」と「先端科学」の

旗を掲げ再々スタート

一般財団法人総合科学研究機構　理事長 西 谷　隆 義
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ます。それには、まず「ＣＲＯＳＳとは何か」に

ついて、ご理解頂くことが必要と考えます。そこ

で、「再々スタート」の年頭にあたり、「ＣＲＯＳ

Ｓの歩み」と「設立理念」について改めて、説明

することにします。

総合科学研究機構（ＣＲＯＳＳ）は、1998年

６月、真空科学研究所を発展的に改組することに

より誕生しました。その前身の「真空科学研究所」

が設立されたのは、1988年11月のことでありま

したが、その時の設立趣旨として、この当時とし

ては珍しい「産学協同」を唱っております。すな

わち、高エネルギー物理研究所（当時）の研究者

グループの呼びかけに真空科学に関係する民間企

業が賛同協力する形で基本財産が作られ、茨城県

教育委員会の認可により誕生したということで

す。

この認可手続に関しては、真空科学研究所の１

年前に発足した、同じ「産学協同」を設立趣旨と

する学校法人筑波研究学園（ＴＩＳＴ）からの全

面的協力がありました。この時のＴＩＳＴの理事

長は、高エネルギー物理学研究所の名誉教授でも

あり、放射光科学の先駆者でもある高良和武先生

でした。その高良先生が、真空科学研究所設立の

中心的役割を果たした石丸肇教授を支援協力した

ということです。

「産学協同」という考え方は、今では、公益法

人や学術団体等の運営においては常識化されてい

ますが、20年前には必ずしも、そうではありま

せんでした。高良先生は、第２次世界大戦の最中

に大学を卒業されて研究生活に入られました。そ

こで、「軍事協力」の現実を体験され、戦後は、

「産学協同＝戦争協力」として、「産学協同」が否

定される社会風潮の中で、研究活動を続けられま

した。そして、昭和30年代前半にドイツに留学

しておられます。また、昭和43年に起こった

「東大紛争」では、教官側の立場から、その解決

に当たられるという特異な経験をお持ちです。

昭和40年代後半に入ってからは、「ビック・サ

イエンス」が次々と誕生し、高エネルギー物理学

研究所などが設立されました。そして「産学協同」

という考えが見直される時代に入り、真空科学研

究所は設立されたのでした。高良先生は前述のよ

うな体験を通して石丸肇教授の最大の理解者とな

られ、「真空科学研究所」の設立趣旨に「産学協

同」が唱われることになりました。

「財団法人総合科学研究機構」に改組し、「再ス

タート」

「真空科学研究所」の誕生後、石丸教授のもと

で真空科学に関する特許が次々と生まれました。

また、わが国の経済の「バブル経済」の言葉通り

に、瞬時的“明るさ”に沸きました。その結果、

真空科学研究所の運営も、研究機関や大学の他に

民間企業の技術者や研究者も加わり、研究活動も

活発に展開され、経営内容も順調に推移しました。

しかし、平成５年頃からの「バブル経済の崩壊」

により、「つくば」を取り巻く経済環境は極端な

落ち込みを見せ、これに伴い真空科学研究所の運

営も厳しさを増すこととなりました。そうした中

で、高良先生が第２代理事長に就任され、諸々の

問題解決に当たられました。ところが、1997年

10月、研究所運営の中核的存在であった石丸肇

教授が突然逝去され、危機的状況が訪れました。

経営の抜本的な見直しを迫られる事態となったの

です。

この当時、私は、高良先生を補佐する「ＴＩＳ

Ｔ理事長代行」の立場にありました。この研究所

見直し策の検討は、公益法人の立場から行うこと

が必要であると認識していましたので、監督官庁

である茨城県教育委員会との話し合いから始めま

した。同時に、設立時の出損者である民間企業や

研究協力者からの理解を得る必要がありました。

そこで考えたことは、「“新しいつくば”にとって

有益なもの」にするということでした。「有益な

ものであれば、必ず社会的存在意義が生まれ、経

営面でも成り立つ」という考え方です。

この頃、「つくばの研究機関は、各省庁の縦割

り組織に縛られ、多くの弊害がある。その解決に

は横断的立場からの組織が必要である。」と言わ

れていました。その点、ＣＲＯＳＳは、茨城県教

育委員会認可の公益法人であり、国の縦割り的体

系からは独立した存在でした。そうした経緯から、
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新しい法人の活動方針として次のことを掲げるこ

ととしました。

（１）各機関からの「等距離」「等方位」の運営

（２）効率的な研究組織

（３）産学官地民との連携協働

その結果、基本的事項について、監督官庁及び

関係者間からの理解と同意が得られ、「財団法人

総合科学研究機構(ＣＲＯＳＳ)」への改組が認め

られました。

また、この認可に際し、新しい法人の活動対象

を「真空科学」から「総合科学」へと拡大させる

こととし、活動目標を、次のように定めました。

（１）「つくばリソース」（人材・知財・施設･シス

テム等）の有効活用

（２）組織から離れた技術者・研究者への「場」

の提供

（３）21世紀の「新しい街づくり」への提言

（４）「新しいつくば文化」への貢献

（５）産学協同事業への積極的参画

以上が、「真空科学研究所」から「総合科学研

究機構」へと改組された経緯であり、「再スター

ト｣というものでした。

新しい「つくば」の中での活動

改組された後の最初の仕事として、「財団法人

総合科学研究機構」の英文名を何とするかが話し

合われました。そこで、つくば市内の東光台団地

にある「つくば研究コンソーシアム」で研究活動

されておられたカナダ人のロバートさんが

「Comprehensive」と「Society」というキーワ

ードを示してくださいました。その結果、現在の

「Comprehensive Research Organization

for Science and Society＝ＣＲＯＳＳ」と

いう名前に決定しました。

その数年後、政府のもとで「行政改革」「教育

改革」などの６大改革が開始され、2000年（平

成12年）６月には、独立行政法人の制度が発足

しました。このことは、長期的に見て、ＣＲＯＳ

Ｓにとって大きな意味を持つこととなりました。

「つくば」に立地する国立研究機関の多くが、新

しい組織へと改められた結果、それぞれの機関が

「開かれた運営方式」を導入することとなったか

らです。

筑波研究学園都市を歴史的流れに立って分析す

ると、「都市の概成」（1979年）「科学万博の開催」

(1985年)を経て、「建設事業の収束宣言」(1997

年)がなされています。そして、国の「行政改革」

を契機として、街全体の大々的見直しが開始され

たのでした。

このような「つくば」の動きは、ＣＲＯＳＳの

活動にとっては極めて好ましい環境の変化であ

り、各機関との連携による事業展開の可能性が高

まったのです。これにより、「ＣＲＯＳＳ研究プ

ロジェクト」そして「ＣＲＯＳＳ研究員」という

独自の研究制度がこれまで以上に有効に機能する

こととなりました。

2005年に入り、「つくばエキスプレス（ＴＸ）」

が開通し、「つくば」は都市として大きな転換期

を迎えました。また、独立行政法人化された各研

究機関の運営も一層弾力化が進み、2006年頃か

らは外部から見てもその変化が見えるようになり

ました。さらには、民間企業の立地も増え、「官

制都市」の性格が大きく変り始め、また、研究者

や技術者ＯＢの活躍も目立つようになりました。

そうした時代に対応する方策として、茨城県や

つくば市では、「21世紀のつくば」つくりを目指

しての「グランドデザイン」を策定しました。そ

こでは、「都市環境」などのハード面に加え「高

等教育」「国際交流」「産業育成」などのソフト面

での充実が重要な柱と位置づけられました。この

中の教育や国際交流などの面に関しては、ＣＲＯ

ＳＳと連携関係にある学校法人筑波研究学園（Ｔ

ＩＳＴ）が専門とする分野であり、そうした状況

を想定して、事前の調査研究を進め、それらを冊

子として纏めていました。その内容は、「実学の

重視」「専門技術者・技能者の養成」「産業の育成」

「教育カリキュラム」などが中心となっており、

「新しい教育制度の導入」「具体的実現手順」など

も含まれていました。

この研究成果物が関係者の注目するところとな

り、2010年５月に、茨城県やつくば市、研究機

関・公益法人などが参画する【「新しい大学シス
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テムの構築に関する研究会」】が正式に発足し、

ＣＲＯＳＳは、その事務局機能を担うことになり

ました。

この研究会の活動は、平成22年に５回にわた

って検討会が開催され、平成23年３月末には、

「大学システムのイメージ案」作成されることに

なっています。そして、平成23年４月からは、

「その実現策」についての検討がされることにな

っています。ここでもＣＲＯＳＳの役割は大なる

ものがあります。

改組されたＣＲＯＳＳの新たな事業展開

ＣＲＯＳＳは以上のような「歩み」を続け、新

たな飛躍を迎えようとしています。そのため、昨

年は１年間を通し、その事前準備の作業を進めて

きました。ＣＲＯＳＳの新しい事業は、本年４月

より開始されますが、現時点で固まっている事業

について、前以って展望することとします。

最初に、ＣＲＯＳＳの新しい運営組織は、理事

長のもとに、「法人事務局（土浦）」を置き、さら

に「総合科学研究センター」と「東海事業センタ

ー」が設置されます。「総合科学研究センター」

は、従来の「研究交流」や「機関誌発行」「研究

支援」を継承させますが、研究機関としての性格

を強めることとしています。具体的には、「文部

科学省科学研究費申請機関」の資格を取得し、

「自然科学」「社会科学」「人文科学」「人工科学」

「融合科学」といった研究部門を新たに開設する

ということです。そして、厳しい審査のもとで研

究員を任用し、新しい「つくば」に相応しい研究

活動を展開します。また、「ベンチャー企業の支

援」や「情報交流」についても積極的に取組みま

す。

これらの活動は、「新しい大学システム」の構

築とも連動させるよう配慮しています。すなわち、

ＴＩＳＴや他の研究機関との連携による事業展開

です。なお、現在、茨城県やつくば市では、新し

い事業を順調に推進するため「総合特区」の指定

が得られるよう国に働きかけています。このこと

は、ＣＲＯＳＳとＴＩＳＴの活動にとって大きな

「追い風」となることは間違いありません。

一方、「東海事業センター」は、総合科学とは

異なる先端的科学技術に焦点を当てた事業を想定

しています。具体的には、東海村に建設された

「大強度陽子加速器（Ｊ－ＰＡＲＣ）」の中の「物

質・生命実験施設（ＭＬＦ）」に関連する事業展

開ということが出来ます。

これについては、日本中性子科学会の初代会長

で、東京大学名誉教授の藤井保彦先生を事業推進

の責任者にお願いし、昨年４月より、「茨城県量

子ビーム研究センター」内に「準備事務所」を設

け、取組んできました。そして、本年４月からは、

「中性子線利用促進研究センター」（仮称）として

本格的に稼動させることとしています。

以上、述べたＣＲＯＳＳの新しい事業内容につ

いては、ＣＲＯＳＳの理事会・評議員会の決議の

ほかに関係機関の承認等も必要であります。その

ため、その詳細については、４月以降に、改めて

ご説明することとします。

以上

〔西谷　隆義（にしたに・たかよし）〕

昭和16年1月19日生　東北大学工学部電子工学科卒業。東

北大学電気通信研究所（情報理論部門）、富士通株式会社技師、

衆議院議員赤城宗徳秘書、学校法人霞ケ浦高等学校理事、株

式会社情報システム開発取締役、土浦ケーブルテレビ株式会

社取締役、茨城県議会議員、株式会社常陽リビング社取締役、

株式会社常陽新聞社取締役、学校法人ソニー学園（湘北短期

大学）理事、霞南至健中学校長長などを務める。

現在は、学校法人筑波研究学園理事長、一般財団法人総合

科学研究機構理事長、学校法人霞ヶ浦高等学校理事長、財団

法人アジア学生文化協会理事、社会福祉法人愛信会（土浦

市・つくば市）理事長代行、社会福祉法人聖朋福祉会（城里

町）理事、財団法人研究学園都市ｺﾐｭﾆﾃｨｹｰﾌﾞﾙｻｰﾋﾞｽ評議員、

学校法人TSUKUBA Global Academy理事、財団法人・

タイ経済協力理事（泰日工業大学支援委員会委員）、一般財団

法人医療秘書教育全国協会理事（日本医療秘書学会理事）財

団法人常陽新聞厚生文化事業団理事、株式会社つくば研究支

援センター取締役。



はじめに

クロスつくばアーカイブズ研究会が主催する

「つくばアーカイブズ大賞」は今年で４年目を迎え

た。当会の３年間の変遷と今年度の活動報告およ

び今後研究会が目指している方向性を報告する。

昨年度までアーカイブズ研究会の活動は、研究

プロジェクトの一つであった。今年度からは（財）

総合科学研究機構の事業と位地づけられたことも

あり、研究会内部でも活動方針が盛んに議論され

た。その結果、今年度は下記の事業を行っている。

１．第４回つくばアーカイブズ大賞

今年度で第４回を数える「つくばアーカイブズ

大賞」の事業である。

活動内容は、個人の所有する写真、絵図及び個

人記録などを募集し、編集、加工をする。その後、

審査会を開いて評価、公表、表彰を行うものであ

る。茨城県をはじめ合計14の行政機関、財団、

協議会、法人から後援をいただいている。

研究会は約30名の方々が会員として登録され

ており、高橋実行委員長と梅田審査委員長を中心

として５人の事務局員が組織を支える体制を取っ

ている。

今年度は平成22年10月末現在８件、42作品、

写真194枚の応募があった。

これまで３年間の応募状況や審査状況などにつ

いて以下にまとめる。

初年度は、写真のみの募集であったが、「つく

ば万博」の大量なスライドの寄贈や絵図の応募が

あった。また、発表にあたり、著作権をどうする

かなど課題が残った年であった。

２年度は、個人所有の写真・絵図に、『筑波の

記』という日記の応募があった。戦時中の神郡の

生活を知る極めて貴重な記録であるが残念ながら

審査対象から外れたが、審査の途中で今後は、

『文字情報』も対象に加えるべきかどうか議論に

なった。

２年度からは、応募していただいた方々へ取材に

いく方法を取った。話を伺うことにより二次元の

写真が厚みを増し物語性が生まれた。また、表彰
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活動報告

クロスつくばアーカイブズ研究会

アーカイブズ研究会事務局

三つの事業

研究会が目指すもの



するにあたり、長年に亘って写真を保存した人々

と保存活動に努力した人々全員に大賞を与えた。

昨年度は、応募者を個人のみならず参加資格に

するかどうか議論になった。営利を目的とした企

業からの作品提供はつくばアーカイブズ研究会の

主旨に合わないのではないかとの議論もなされ

た。次回ではその有意義な議論結果が報告できる

ものと期待している。

２．『目で見る筑波の歴史』写真展

この事業は筑波山神社と当研究会のプロデュー

ス契約により、筑波山周辺の古写真を展示・公開

するものである。会場を旧筑波山郵便局とし、展

示公開のために一部ピクチャーレールを取り付け

るなどの改修工事を行った。写真パネルの他、ポ

スター、チラシなどを作成し配布に努めている。

また、梅祭りの時期（平成22年２月中旬）には

ＴＸ全駅にポスターを貼り出す予定である。

会期は、平成22年11月13日～平成23年11月で、

開催日は土、日、祭日の午前10時～３時である。

平成22年12月20日現在約400名の方々が見学に

訪れている。当研究会では、神社と協力して留守

番業務を行っており、今後はパネルの入れ替えや

チラシの増刷も予定している。

３．アイラブつくばまちづくりキャンペーン支

援補助事業

つくばアーカイブズ大賞で収集した各分野の古

写真を分野別に編集加工して『目で見るつくばの

歴史』写真展などを開催・実施する。つくば市の

補助事業であることから、今年度終了後（平成

23年４月初旬）には、実績報告書の提出を求め

られている。

写真展は、旧筑波山郵便局などで、広く一般に

公開していきたいと考えている。

将来的には、つくばサイエンスインフォメーシ

ョンセンターなどに『目で見るつくばの歴史舘』、

旧筑波山郵便局内に『目で見るつくばの歴史舘・

分館』を設置すべく筑波山神社や旧郵便局の所有

者である廣瀬武美氏子総代はじめ各行政機関と連
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携しながら進めたいと考えている。

また、つくば市や連携する機関と協力して写真

データをデジタル化し、つくば市内の小・中学校

児童の教育材料として提供したい。さらに、つく

ば市を訪れる方々のために広く一般に公開するシ

ステムを構築したいと考えている。

結びに

Ａ picture  is worth  of  thousand  words. 

（一枚の写真には、千の言葉の価値がある。）とい

う米国のことわざがある。今回、その言葉を基本

理念として家庭内に埋もれた古写真などを収集し

た。そして、その活動を通して多くの方々の話を

聞くことができた。

一枚の写真が物語るものは時代を超えて伝わ

り、感激や感慨といった印象を生むだけではない。

それら数枚の写真をグルーピングすれば歴史とい

う時間軸と他の事象との関係性を読み解くことが

できる。

数枚の写真を読み解くことは、簡単な作業では

ない。写真が撮られた時代の把握からはじまり、

その時代背景の確認、インターネットの検索サイ

トをフル活用して関連性を調べるなど多くの時間

を必要とする。地道な作業だけに根気のいる作業

とも言える。

つくば市とも協力関係を築いて資料提供を依頼

しているが、つくば市も多くの写真などの資料が

ダンボール箱に入ったままで手がつけられないで

いる現状である。

こうした貴重な写真を解読できる方々が高齢化

している現状を考えると、一刻も早く保存・解読

する体制づくりが急務である。今後は、他のＮＰ

Ｏなどの協賛を通して、地域の活性化に寄与した

いと考えている。

□問い合わせ

クロスつくばアーカイブズ研究会

〒300-0811

茨城県土浦市上高津1601

（財）総合科学研究機構内

ＴＥＬ：029－826－6251

ＦＡＸ：029－826－6216

Ｅmail : hensyu@cross .or . jp

http ://www.cross .or . jp/
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【６７ｐにクロスつくばアーカイブズ研究会活動

の新聞紹介記事を掲載しています】
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９月２日　「新しい大学システム」の構築に関

する研究会（第１回）がつくばサイエンス・イン

フォメーションセンターで開催され、西谷 隆義、

箱田 正雄が出席した。議題は、マクロ的な環境変

化とつくばを取り巻く課題、学校制度について、

大学・大学院における「自動車工学」の取組み、

「新たなつくばのグランドデザイン」及び「総合特

区」について、産業界を取り巻く環境変化と課題、

その他であった。

10月１日　「新しい大学システム」の構築に関

する研究会（第２回）がつくば市役所会議室で開

催され、西谷隆義、箱田正雄が出席した。議題は、

近年の大学設立等の事例、茨城県及びつくば市の

遊休施設の活用事例について、「加速器科学と量子

ビーム工学」について 、（財）日本自動車研究所の

リソース紹介、その他であった。

10月19日　国際戦略総合特区（仮称）に係る説

明会が文部科学省研究交流センターで開催され、

箱田 正雄が出席した。議題は、「国際戦略総合特区

（仮称）」について、「国際戦略総合特区（仮称）」

にかかる提案書について、その他であった。

10月25日　一般財団法人への移行認可申請に係

るヒヤリングが、茨城県庁共用会議室で行われ、

西谷 隆義、三国 晃、箱田 正雄が出席した。主務

官庁側から、総務部総務課主任、教育庁総務課係

長が出席した。主な会議の内容は、東海事業セン

ターの事業内容についてであった。

11月２日　「新しい大学システム」の構築に関

する研究会（第３回）がつくば市役所会議室で開

催され、西谷隆義、箱田正雄が出席した。議題は、

「新しい大学システム」のイメージ、「キャリヤ教

育・職業教育」について、 （財）日本自動車研究

所における教育・研修活動の一例の紹介、大学

院・加速器工学（精密工学系）コースについて、

その他であった。

11月８日　（財）高輝度光科学研究センター

（JASRI）を２日間にわたり西谷 隆義、箱田 正雄が

視察した。JASRIでは大型放射光施設（SPring-８）

の施設設備及び運営体制などを視察した。スプリ

ングエイトサービス（株）では、研究支援業務な

ど、また、兵庫県立先端科学技術支援センターに

おいては、支援センターの運営などをそれぞれ産

学官連携の面から視察を行った。

11月17日　一般財団法人への移行認可申請に係

る「修正提出書」を10月25日のヒヤリング結果及

び指導により、茨城県教育庁総務課長宛に提出し

た。

12月２日　「新しい大学システム」の構築に関

する研究会（第４回）が高エネルギー加速器研究

機構会議室で開催され、西谷 隆義、箱田 正雄が出

席した。議題は、「新しい大学システム」整備基本

構想の骨子イメージについて、 キャリヤ教育・職

業教育の最近の動きについて、「新しい大学システ

ム」のニーズについて、「留学生30万人計画」につ

いて、その他であった。

12月３日　一般財団法人への移行認可申請に係

る公益認定等審議会の事前調査において、審議会

からの意見に対応した「修正提出書」を茨城県教

育庁総務課長宛に提出した。

12月17日　一般財団法人への移行認可申請に係

る公益認定等審議会が茨城県庁共用会議室で開催

され、審議の結果、本法人の移行認可の答申がな

された。

事務局報告

法人の動き
法人本部事務局
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8月5日　13時より第21回審査委員会がＣＲＯＳ

Ｓ会議室で開催された。出席者は、高橋 嘉右、

井口 百合香、猪股 吉三、藤井 保彦、西谷 隆義、

八木 晃一、福本 貞義、横山 桂、木村 滋、ＣＲ

ＯＳＳ事業部門からは、助川 庄一が出席した。

議題は、平成22年度の研究プロジェクトの審査

であった。

8月5日　15時より第62回編集委員会が、ＣＲＯ

ＳＳ会議室で開催された。出席者は、秋田 雅之、

小野 史子、木村 滋、冨江 伸治、羽澄 順二、八

木 晃一、矢部 健、相澤 冬樹、浅田 順、井口 百

合香、内藤 彰、西谷 隆義がＣＲＯＳＳ事業部門

からは、御供 文範、助川 庄一が出席した。議題

は、①ＣＲＯＳＳ Ｔ＆Ｔ36号の進捗確認、②Ｃ

ＲＯＳＳ Ｔ＆Ｔ37号の企画、③Webの管理の提

案、④読者の拡大の提案であった。

8月25日　第4回(平成22年第1回目）企画委員会

がＣＲＯＳＳ会議室で開催された。出席者は、齋

藤 鐵哉、秋田 雅之、上野 健治、小野 史子、羽

澄 順二、林 洋、矢部 健、西谷隆義、ＣＲＯＳＳ

事業部門からは、助川 庄一が出席した。議題は、

平成22年に開催する研究プロジェクトの発表の

企画であった。

10月8日　第63回編集委員会がＣＲＯＳＳ会議室

で開催された。出席者は、木村 滋、秋田雅之、

浅田 順、相澤 冬樹、井口 百合香、小野史子、西

谷隆義、羽澄 順二、内藤 彰、ＣＲＯＳＳ事業部

門からは、御供 文範、助川 庄一が出席した。議

題は、ＣＲＯＳＳ Ｔ＆Ｔ３７号の企画であった。

11月26日　第5回企画委員会がＣＲＯＳＳ会議室

で開催された。出席者は、齋藤 鐵哉、秋田 雅之、

小野 史子、加納 正康、荊 華、西谷 隆義、林 洋

が、ＣＲＯＳＳ事業部門からは、助川 庄一が出

席した。議題は、12月17日に開催予定の研究プ

ロジェクト発表の最終打合せであった。

【お詫びと訂正】

□表紙と目次の内野權治は内野權次です。

□おもちゃドクター（その二）ｐ１９表組みは次

の通りです。

⑤電池容量と使用可能な用途

□ｐ２２の写真説明は次の通りです。

事務局報告

ＣＲＯＳＳの動き
法人本部事務局

電　圧

V ％

1.2

1.05

0.9

0.75

0.6

80

70

60

50

40

電池ﾃｽﾀｰの色
グリーン

グリーン

黄色

使用可能な用途
ﾓ-ﾀｰ・IC

ﾓｰﾀｰ・良質のIC

灯火・リモコン

灯火・リモコン

リモコン

よみがえって声を張り上げながら歩き出した
おもちゃを見るこの笑顔がたまらない。
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これまで発表されたクロスつくばアーカイブズ研究会関係の新聞記事

クロスつくばアーカイブズ研究会メンバー
高橋嘉介、小野史子、秋田雅之、木村滋、御供文範

常陽新聞　平成22年11月25日 朝日新聞茨城版　平成22年12月21日

常陽リビング　平成23年１月20日東京新聞茨城版　平成23年１月３日
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