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 今年１月に愛媛県新居浜市で開催した瀬戸内海ス

ローツーリズム交流会に引き続き、来年１月に、わ

がかがわ観光推進協議会、香川県三豊市、中国経済

連合会のご協力を頂き、第２回瀬戸内海スローツー

リズム交流会を開催することになりました。開催概

要は次ページに掲載しておりますので、ご一読頂き、

是非ご参加頂きたいと思います。 

 

 今回の交流会のねらいは、以下の２点です。 

 

＜第２回瀬戸内海スローツーリズム交流会のねらい＞ 

○瀬戸内海沿岸各地で活動している方々の情報交換

により、個々の活動のアイディアやヒントを得て、自ら

の活動の糧とする。 

○まち歩き、島暮らし、海の遊び、風景づくりなど、同じ

テーマで活動している方々の少人数での濃い情報

交換により、共同事業など新しい展開の可能性を育

む。 

 前回の新居浜市での交流会では多数のご参加を頂

き、参加者相互の交流を深めることができましたが、

今回は更に交流を深めて「一緒に動く」ためのつな

がりをつくって頂きたいと思います。そのために、

情報交換分科会に時間を多く割き、「まち歩き」「島

暮らし」「海あそび」「風景自慢」という４つのテー

マで話をして頂こうと思います。 

 情報交換分科会の前には、分科会の導入として、

それぞれのテーマの事例紹介として、瀬戸内海沿岸

各地で活動されている方々の話を聞く機会を設けま

す。４つの事例紹介の内容は、今回の通信の３ペー

ジ以降にそれぞれの方々から紹介文を頂いておりま

すので、じっくりお読み頂き、どのような話が聞け

るか、事前に頭に入れてから参加頂けると幸いです。 

 参加申し込みは別添のチラシのウラ面の申込書に

記入していただき、ファックス又はＥメールで申し

込んで頂ければと思います。 

 多数の方々のご参加をお待ちしています。

この通信は、瀬戸内海沿岸におけるスローツーリズムの推進を図るため、関係する人・団体に対して、情報交換や意識啓発、

交流会などの開催告知・報告などを目的として定期的に発行するものです。 
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はじめに ～ 第２回瀬戸内海スローツーリズム交流会を開催します 

中国地方総合研究センター 吉原

スローツーリズム通信のバックナンバーはホームページ上にあります。→   URL http://www.crrc.or.jp/slow/
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開催趣旨 

 瀬戸内海地域では、平成 17 年度、国土施策創発調査費により実施した「環境負荷に配慮した瀬戸内海スロ

ーツーリズム創出調査」において、スローツーリズム創出について検討してきました。これを受け、平成 18

年度には、瀬戸内海沿岸各地でスローツーリズムに取り組んでいる方々の情報交換及び交流の場として「瀬戸

内海スローツーリズム交流会」を愛媛県新居浜市で開催し、交流を深めました。 

 そこで、平成 19 年度も、引き続き瀬戸内海スローツーリズムの推進を図るため、瀬戸内海沿岸各地の方々

の交流の場を設けたいと思い、「第２回瀬戸内海スローツーリズム交流会」を企画しました。今回の交流会も、

各地で頑張っている人の情報交換・交流の場とするとともに、相互訪問の一環として現地体験（スローツーリ

ズム体験会）を含んだものとします。 

 前回の交流会は課題毎の情報交換がねらいでしたが、今回の交流会はステップアップし、可能な限り相互の

交流と連携を図っていきたいと思います。皆様のご参加をお待ちしております。 
 

プログラム（予定） 

1/25(金) 13:30～13:50 主催者あいさつ，開催地紹介「三豊市のスローツーリズム紹介」 

 13:50～14:50 瀬戸内海スローツーリズム事例紹介 

①まち歩き：たかまつ松平藩「まちかど漫遊帖」（香川県高松市） 

②島暮らし：島スタイル事業部（山口県周防大島町） 

③海あそび：風の音舎（広島県福山市、愛媛県上島町） 

④風景自慢：鷲羽山の景観を考える会（岡山県倉敷市） 

       （休憩） 

 15:00～17:00 情報交換分科会 

    ①まち歩き ②島暮らし ③海あそび ④風景自慢 

 17:10～17:30 分科会検討内容発表会 

 18:00～20:00 懇親会（2,500 円／人程度）（持ち寄り情報交換，ひとことＰＲ，飲食を楽しむ） 

1/26(金)  9:00～ スローツーリズム体験会（体験メニュー＋昼食） 
 

場所  マリンウェーブたくま（香川県三豊市詫間町詫間 1338-127  電話：0875-56-5111） 
 

主催  社団法人中国地方総合研究センター 

後援  わがかがわ観光推進協議会、香川県三豊市、中国経済連合会 

   （事務局）社団法人中国地方総合研究センター（担当：吉原） 

        電話：082-245-7900  FAX：082-245-7629 e-mail:yoshihara@crrc.or.jp 
 

申込方法  別添の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXまたは e-mailにてお申し込み下さい。 
 

※プログラムは予定であり、諸事情により変更する場合があります。また、会場案内及びスローツーリズム体

験会の内容などに詳しい内容ついては、申し込み頂いた方に送付させて頂きます。 

第２回 瀬戸内海スローツーリズム交流会 in 香川県三豊市 

前回の様子→ 

 

第 1 回 

in 新居浜 

H19/1/25 

事例紹介 情報交換分科会 体験会（新居浜散策） 
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 香川県では、まちづくりと観光振興を一体化した

まちづくり型観光を長くコシのあるうどんになぞら

え、うどんツーリズムとして推進しています。これ

こそ継続可能なスローツーリズムです。 

 そのまちづくり型観光の一つとして、高松市での

まち歩きツアー「たかまつ松平藩まちかど漫遊帖（以

下、漫遊帖）」は、昨年度から始まり２年目を迎えま

した。昨シーズンは、１５のコースで、４００人以

上の方にご参加をいただきました。今年度は、３４

コースと内容も一層充実しております。 

 まちを元気にしたいという市民が市民ツアープロ

デューサーとして、コース設定からガイドまで行い、

市は事務局、県もサポートするといった地域一体と

なった協働事業です。 

 漫遊帖を、一言で申しますと、まちと人にふれて

確実に楽しんでいただける旅行商品です。その特徴

をいくつかご紹介します。 

 

●特徴１ 飛びつくようなテーマを楽しむ 

 まず、漫遊帖では、これまでにない新しい切り口

でまちをご案内します。漫遊帖にはたくさんのコー

スがありますが、どのコースもそれぞれおもしろい

テーマを持っています。例えば、「黄門さまのお忍び」

「建築とアート」「漆塗り」「石材地場産業」「里山」

「水の回廊」「粋と和」「きもので散歩」・・・。どん

な方でも、おおっと興味のあるコースがきっとあり

ます。新しい発想でテーマを設定することで、地元

でもまだ知られていないおもしろいスポットをご紹

介します。 

 
「感じる味わう さぬき漆」コース 

後藤塗（香川漆器）５代目との会話 

 

「昭和３３年の伝統とモダニズム」コース 

県庁舎の建築鑑賞 

 
「元祖まちづくり 香西むきむきの町」コース 

お寺で地元の古地図を拝見 

 

●特徴２ 確実に楽しむ 

 いくら正確な地図があっても、初めて訪れる場所

に不安はつきもの。漫遊帖では、無駄なく効率的に

まちを楽しんでもらうためにガイド付きのツアーと

なっています。そして、いくらガイドブックには載

ってはいても、一見さんではなかなか入りにくいお

店はありませんか。また、本当にお店の周りの人し

か知らないようなディープな隠れた名店こそ行きた

いものです。そんなところでも、ガイドが紹介する

ことによって、たとえ初めての高松に来られた参加

者でも、お店にとっては特別のお客様に。常連さん

でもできない経験を味わえます。確実に楽しい時間

を過ごしていただくためのガイド付きのツアーです。 

【まち歩き】  たかまつ松平藩「まちかど漫遊帖」（香川県高松市） 

山田努（市民ツアープロデューサー）

交交流流会会事事例例紹紹介介１１  
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「Deep in むれ」コース 

大丁場（庵治石）体験 

 
「ものづくりたちの生み出したもの」コース 

建築家をゲストにものづくり解説 

 

●特徴３ 人とのふれあいを楽しむ 

 漫遊帖では「市民ツアープロデューサー」と呼ば

れるガイドは、パンフレットにも顔写真を載せてあ

るように地元の若い大学生から７０歳までのまち達

人です。高松で暮らし、学び、働く人たちだからこ

そ知っている「まちかど情報」でお接待します。ま

ずはこのガイドの人となりにふれてください。そし

て何より、案内するコースは、コースを設計した人

達自らがガイドしますので、テーマや地域に対する

思いが直に伝わります。せっかくのガイド付きとい

うことで、ただまちをふらっとまわっていたのでは

絶対に気づかないことをお伝えします。 

 また高松は、お店の方々もおもしろい。歴史や特

徴のあるお店にも立ち寄って、ご主人をはじめお店

の方々にもお話をうかがいます。それぞれ特徴のあ

る語り口は印象的で、こだわりの話を聞くと、また

何度でも行ってみたくなります。ただまちを眺めて

回るだけなく、漫遊帖に参加してぜひお店の人とも

ふれてください。 

 また、どんな参加者と一緒になるか、少人数のツ

アーだからこそ参加者同士のふれあいも楽しみのひ

とつです。 

 

●特徴４ 食を楽しむ 

 旅にでかけた時に欠かせないのが「食」の楽しみ

です。漫遊帖では、どのコースにでもたいてい休憩

がてらに、お店での一服が用意されています。それ

も漫遊帖が紹介するお店ですから、ただのお店では

ありません。定番の「うどん」から、果ては「お寿

司」まで、いろんな食材を用意しています。また地

元ならではの「お菓子」「てんぷら」「お酒」など本

来観光客向けではない食材でも、隠れたまちの宝と

もいえる名品ばかりです。 

 また、お店の方からお話をうかがいながら、参加

者のみなさんで一緒に食べるのは本当に楽しい。ま

るで食べ歩きのＴＶ番組に参加しているかのようと

おっしゃる方もいます。ただの美味しさだけでなく、

雰囲気・空間を含めた旅の思い出をプロデュースし

ています。 

 
「歴史かさなる扇町 ふ・ら・り」コース 

蒲鉾の試食とお土産 

 

 漫遊帖はそんな楽しさがいっぱい詰まったおもて

なしのプレミアムツアーです。原則有料となってい

ますが、それもいい加減なツアーではないことを証

明するための有料です。知人を案内するように、地

元の人が資源を厳選しているからこそリーズナブル

なツアーになっています。 

 ぜひ次期のご参加お待ちしています。 

 
【問い合わせ先】 
たかまつ松平藩まちかど漫遊帖事務局 
（高松市観光課内） 
TEL:087-839-2416 
URL  http://matsudaira.levtex.net/ 
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 お客様へスローな島商品を提供するために、UI タ

ーンした若者（自営業者や起業家）たちは、年間 4,000

時間はたらき、商売繁盛を横につないで「島おこし」

へ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 瀬戸内のハワイこと、周防大島をご存知でしょう

か。周防大島は山口県の東南端、愛媛県との県境に

ある瀬戸内海で 3 番目に大きな、本州と無料の橋で

つながっている島。人口は 2 万 1 千人で 9 千人以上

のお年寄り（65 歳以上）が暮らす。県内みかんの約

8割を生産したり、ハワイ移民の歴史を醸し出す、南

国情緒ある景観で心癒されるスローアイランド。

2004 年 10 月の島内 4町合併後には、新たな観光事業

も多数始まっている。例えば、周防大島鍋奉行会に

よる「みかん鍋」という新しい郷土料理の商品化、「周

防大島まるかじり」という島がひとつになった大イ

ベント、星野哲郎記念館のオープン等。これらの相

乗効果もあり、年間観光客数は 80 万人を突破し、数

年後には 100 万人に届く勢いが周防大島にはある。 

 

 僕自身は、合併前の 2004 年 7 月に、島おこしを生

業にするために東京からUターンし、2005年2月に、

島おこしフリーペーパー「島スタイル」を創刊した。

島スタイルは、「島で新たなコトを起こす、島民・出

身者・島ファンを応援する」事を目的としており、

広告収入にて発行している。年間 4 回、A5 サイズ 4

ページで毎号 5,000 部発行し、現在は 11 号を配布中

だ。フリーペーパー以外には、都市での島 PR イベン

ト「東京アイランダー」や「しまづくりキャラバン

（大阪）」出展の企画・コーディネートや、企業の Web

サイト制作、山口県観光連盟のインターネット CM 制

作、名刺やパンフレットのデザイン等を、父が社長

を務める大野工業株式会社にて島スタイル事業部を

立ち上げ、営利事業として行っている。社外事業と

して、周防大島のインターネットテレビ局「金魚島

インターネットテレビ」の運営（トヨタ財団離島助

成 2006 に認定）、その他、山口県男女共同参画審議

会委員も務め、多次元的な取り組みから、島おこし

的人生を歩んでいる。ちなみに、今年の 3 月に結婚

したと同時に 2児の父となり、8月には娘も生まれ、

毎日パパ業もしっかり楽しんでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在の周防大島には、志を持ち UI ターンした 20

代 30 代が偶然にも集まった事で、島おこしのカンブ

リア紀が訪れ、島おこし大爆発時代に入っているよ

うに感じている。例えば、前述した「みかん鍋」の

仕掛人でもある、周防大島ドットコム代表の江良正

和は大手メーカーにて11年間エンジニアとして首都

圏勤務した後、島おこしを志してＩターン起業し、

周防大島のポータルサイトの運営で、島内企業の集

客支援を行っている（奥様の故郷が周防大島）。その

他、フランス料理人としてパリや東京で修行した後

Ｕターンし、温泉施設・旅館 2 軒・イタリアンレス

【島暮らし】島スタイル事業部（山口県周防大島町）“No 島おこし No Life !” 

島スタイル事業部プロデューサー 大野圭司

これが、日本初の「みかん鍋」！みかんは魚介類のにおい

消し、ゲテモノ鍋じゃないんで、いっぺん、周防大島に来

て騙されたと思って食べてみんさい。（「みかん鍋」で検索）

筆者の可愛い家族たち。左から尽（じん・4 歳）、本人、

百花（もか・4 ヶ月）、妻の慶子、杏（あん・6 歳）。島は

子どもたちにとって最高のテーマパーク。島で子育てでき

る喜びを毎日実感している。 

交交流流会会事事例例紹紹介介２２  
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トラン 2 軒・パン屋 2 軒の、総合飲食業ちどりグル

ープの経営を通じて島おこしを志す山崎浩一。他に

も、島の果実で手作りジャムの製造販売とカフェを

営む「ジャムズガーデン」を行うために、Ｕターン

起業した松嶋夫妻（奥様が島出身、旦那様は東京や

名古屋でバリバリ活躍していた営業マン）。奥様は、

シンガーソングライターと副住職という三つの顔を

持つ。まだまだ他にも、リゾートカフェ、パン工房、

エステ、デジタル詩人、NPO 法人による総合型地域ス

ポーツクラブ、プリザーブドフラワーアーティスト

等、様々な業種で島発の新ビジネスへのチャレンジ

が始まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご紹介した新ビジネスに共通するのは、高齢化し

た島内需要だけでなく、インターネット等も積極的

に活用し、観光客等の島外顧客を獲得するというビ

ジネスモデルだ。このビジネスモデルを実践し、お

客様が満足するスローな島商品を提供するためには、

ＵＩターンした僕ら自営業者や起業家はゆっくり寝

ている暇はない。スローライフを謳歌するのは年金

がもらえる歳になってからでも遅くはない。今は、

年間 4,000 時間はたらき自分の商売を繁盛させる事

で、島おこしにつなげる事で必死だ。ただ、ＵＩタ

ーンした 20 代 30 代は自分のビジネスの事で大忙し

で、自らが同世代と横でつながる機会を創り出す余

裕はない。であれば僕が、その世代をつなぐプラッ

トフォームを創ろうと動き出している。2008 年 1 月

には周防大島アイランダー新年会という家族参加可

能な、みかん鍋の立食パーティーを企画中だ。本当

の島おこしは、個々で頑張るのではなく、島単位で

将来ビジョンを共有し役割分担を行い進んでいく事。

そして、同世代だけでなく、現在、島の舵取りをし

ている上の世代とも連携し、舵取りのバトンタッチ

ができる環境をつくる、更には、30 年後に島の主役

となる子どもたちの世代に、かっこよくバトンを継

ぐことだと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 僕が目指しているのは、屋久島や佐渡島に負けな

い世界ブランドの「島」。世界ブランドの島とは、東

京へ進学した周防大島出身の若者が「出身はどこ？」

と聞かれた時に、「山口県です。」ではなく「瀬戸内

の周防大島です。」と誇りを持って答えた時に、「な

るほど！あの、みかん鍋の島だね。」と既に認知され

ている島だ。この僕の個人的な将来ビジョンを、島

単位で共有し動き出す事。それが、僕が感じている

今後の周防大島のひとつの課題だ。30 年後の主役た

ちが、早くバトンが欲しいとウズウズ待ちきれない

ような島を、みんなでつくっていこう！ 

 

「No 島おこし No Life !」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】島スタイル事業部 
〒742-2514  山口県大島郡周防大島町神浦 63 
Tel/Fax： 0820-75-1212 
E-mail： ohno@dream-kids.net 
URL： http://dreamkids.typepad.com/ 
    （島スタイルで検索） 

妻の慶子はプリザーブドフラワーアーティスト。枯れない

魔法のお花をキュートにエレガントにアレンジする。子育

てしながら、自分の好きな事を商品にしている姿がとても

かっこいい。（「工房 ravi」で検索） 

全国の島 PR イベント「東京アイランダー」に周防大島チ

ームが「みかん鍋東京初上陸」をキャッチフレーズに、今

年、初出展した。ふるまい鍋に長蛇の列。「家でつくって

みたい。」という嬉しいコメントもあった。 

島内全周 160km の山口県周防大島（すおうおおしま）。地

図上な 島名は屋代島。金魚型の島でもあるため、金魚島

とも呼ばれている。松山市までフェリーで約 1時間という

距離を活かした観光戦略もこれから必要となる。 
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■風の音クルーズの特徴 

 瀬戸内海は万葉の昔から、九州や朝鮮半島と畿内と

を結ぶ「海の道」として栄え、多様な文化や産業をは

ぐくんできました。四季を通して穏やかな海と、大小

3000 の島々が織りなす景観は、日本の原風景とも呼べ

るものです。風の音舎は、古民家での宿泊やスローフ

ードを組み込んださまざまなプランのクルーズ事業を

通じ、自然の癒しと、奥深い歴史に裏打ちされた瀬戸

内の豊かな魅力をみなさまに提供します。また、陸上

交通の発達とともに失われた港町や離島の結びつきを

取り戻し、地元の NPO や企業とも連携して、町並みの

保存、農漁業や伝統産業の振興などに貢献します。 

かつての「海の道」の再生――それが風の音舎の願い

です。 

 万葉集に詠まれた美しい景観が多く存在する『瀬戸

内海』。歴史と文化が交錯し、港に、街に、豊かな伝統

が息づく海の道。さわやかな風と潮の香りを体いっぱ

いに感じながら旅する少人数のスローなクルーズ。日

常の喧騒を離れ、暖かなたいようの光と穏やかな波を

背景に、ゆったりと島々を巡りながら瀬戸内海の魅力

を存分に味わう贅沢な旅をお楽しみ下さい。 

 

■ヴィラ風の音「おもてなしのこころ」 

 万葉の昔から「海の道」として栄え、様々な文化を紡ぎ出してきた瀬戸内海を舞台に、私たち「風の音舎」

は、島々を巡る少人数制のクルーズサービスを提供してまいりました。エスコートする側として、知れば知る

ほどに新たな魅力を増していくこの美しいフィールドを、お客様に時間を忘れてもっとじっくりと堪能してい

ただけたら、、、、。そんな思いから、潮待ちの港・福山鞆の浦からリムジンクルーザーで約 40 分、瀬戸内海の

ほぼ中心に位置する絶景の孤島、豊島＜とよしま＞へ、とびきり贅沢な 4棟の隠れ家「ヴィラ風の音」をご用

意しました。いまだかつて体験したことのない非日常感。そして、ゆったりした時間に身をゆだねることの至

福。ぜひ、あなたご自身でご体験くださいませ。 

 

■豊島＜とよしま＞の魅力 

 鞆の浦から直線距離にして約 20km の沖合に、豊島＜とよしま＞は浮かんでいます。周囲は 3.9km。手つか

ずの自然が色濃く香る、瀬戸内海では割と一般的な小島に思えますが、実はここも、千年、二千年と続く「海

の道」の重要な証人であることがわかりました。というのも、最近、島の中腹、つまり「ヴィラ風の音」の建

つ後方斜面から、弥生時代後期のものと推測される多数の製塩土器が発掘されたから。目を閉じ、耳を澄ませ

ば、吹き渡る穏やかな風の中に、古代の息づかいさえ聴こえてきそうです。 

 

 

【海あそび】    風の音舎（広島県福山市、愛媛県上島町他） 

株式会社 風の音舎

【風の音舎】  広島県福山市鞆町鞆 679 番地   URL http://www.kazenooto.jp/index.html  
【ヴィラ風の音】愛媛県越智郡上島町弓削豊島 44  URL http://www.villa-kazenooto.jp/ 

クルーザーとクルーズ先地図 

ヴィラ風の音ホームページ 

交交流流会会事事例例紹紹介介３３  



 8

 

 

 

 瀬戸内海に面する鷲羽山の名前の由来は、江戸時代にまでさ

かのぼります。昭和５年に名勝地指定され、同９年には瀬戸内

海国立公園と指定されました今日、瀬戸内海国立公園制定７０

周年を期に、自分達の周りにある自然にたいする関心度を考え

て見るにあまりにも無関心であった事に改めて考えさせられ

ました。 

 昭和２０年前後、燃料にする為の樹木の乱獲が行われ、鷲

羽山は木々のない姿になりました。その後、植林事業により

木々は大きく成長し本来の景観おも失うような状態になり

ました。この自然の変貌振りに、誰もがあまりにも無関心で

あった、この影響は現在の子供達の中にも現れています。荒

れた自然を見ても気にしない、ゴミがあっても拾わないまさ

に大人の姿を見て育つ現われのように思われました。 

 そこで、身近な自然大切さそしてそれを維持していく為の

努力を市民一丸となって示す場として、鷲羽山の景観を考え

る会を設立いたしました。 

 白砂青松の姿を後世に伝えていく心を地域住民全体の意

識としたい、その為にも、若年層からの体験や感覚が不可欠

であるので、自然に触れ合える野外授業や清掃活動・環境学

習の実施を行っていきたい。 

地域の財産とも言える鷲羽山に関心を持っていただき、自然

と触れ合う時間の構築や子どもの自然を守る心を養う場と

しての利用していきたい。 

 又、各学校においても総合的な学習の一環として、われわ

れの活動を活用してもらいたいと願っています。 

 

 

 

 

 

  再び瀬戸内海スローツーリズム交流会を開催することになりました。瀬戸内海沿岸で活動されている

様々な方々の交流の場になればと思っておりますので、皆さまにおかれましても、広くお声かけ頂きま

すようよろしくお願い致します。 

 「瀬戸内海スローツーリズム通信」ではいつでも記事を募集しています。掲載希望情報や投稿、その

他、ご意見・お問い合わせ・配信希望など何でもご連絡ください。（吉原） 

事務局：社団法人中国地方総合研究センター  730-0041 広島市中区小町 4-33 中電ビル３号館５Ｆ 

電話：082-245-7900   FAX：082-245-7629   URL http://www.crrc.or.jp   e-mail:setonaikai@crrc.or.jp 

編編集集後後記記  

今後、瀬戸内海スローツーリズム通信の配信を希望される場合は、下記内容をメールにて送付下さい。 

①氏名（ふりがな）、②所属、③電話番号（任意）、④配信希望メールアドレス   【申し込み先】 yoshihara@crrc.or.jp

【風景自慢】    鷲羽山の景観を考える会（岡山県倉敷市） 

事務局長 岩中正則

【問合せ先】鷲羽山の景観を考える会 TEL&FAX：086-749-9877 

交交流流会会事事例例紹紹介介４４  


