締役の柔和な笑顔もあっ 毎日、読売など）や県紙（京
た。流された「みちびき地 都新聞や神戸新聞など）と
蔵」のお堂の再建の相談を 共に地域紙の経営も決して
受けたあやべ市民新聞社 楽ではない。個人情報保護
が、制作を仲介するだけで ということで隣のことにも
なく、綾部市民からの寄付 目をつむり、自治会のよう
（２５０万円）をもってかけ な地域のコミュニティにも
つけたあの三陸新報だ。 関心を持たない、そんな風
「洋さんには、じっくり話 潮があることも事実であ
を聞いていただいて『新聞 る。だからこそ、地域紙は今
のある町』の最初にとりあ 必要なのだ。
げていただいた。
日本電産のコマーシャル
「もしも地域紙
あやべ市民新聞の高崎さ ではないが、
んには本当にお世話になっ がなかったら」ということ
た」。浅倉社長の目には光 に頭を巡らせてみよう。手
作りのイベント、同窓会の
るものがあった。
そんな大家族のようなぬ 様子や俳句の発表、絵画展
くもりのある交流会だった のお知らせから、行方不明
が、全国の地域紙から寄せ になった猫や犬を探してと
られたアンケートでは、半 いったことまで、そんな身
分以上が「経営は厳しい」 近な情報を伝えてくれる地
ということだった。
域紙がなかったら、きっと
世はすべてがインターネ 乾いた町になってしまうだ
ットで済ませることができ ろう。同時に、地域を大きく
るようになり、いわゆる「紙 変革する役割が地域紙にあ
離れ」が進み、全国紙（朝日、 ることも論を待たない。

全国紙や県紙より狭い地域を対象にしている「地域紙」。そんな新聞を地 方創生のために、地域紙が
道にコツコツと発行してきた全国各地の新聞社が 月 ・ 日、京都府綾部 地域住民にもっとも身近
市に集まり「第 回全国地域紙 綾部」（主管・あやべ市民新聞社）が開催 で、必要とされるメディア
された。これには日本地域紙協議会に加盟している北は北海道から南は沖縄 になると信じている」と力
に至る新聞社 社（稲毛新聞含）の代表者約 名が出席。他に大学研究者や行 強く述べた。
政関係者など多彩な顔ぶれが集い、様々なテーマで議論が交わされた。
【佐藤正成】
初日の事例発表に先立
って舞鶴市民新聞社の松
観光見物抜きで過去にない活発な議論を展開
本泰社長が、事前に調査し
「地域紙」と呼ばれる新聞 報インフラを担ってきた。 じた各社が集まり、交流会 たアンケート結果をもと
社存在
が、全国に約
活字離れが叫ばれて久 は過去最大規模での開催 に、同志社大学社会学部メ
する。規模や業態は様々だ しい昨今、日本新聞協会の となった。交流会は日本地 ディア学科の伊藤高史教
が、各社これまで地域の情 調べでは、同協会加盟社の 域紙協議会が主催し、主管 授の協力で作成したレポ
総 発 行 部 数 を綾部市のあやべ市民新 ートを発表。各社が直面す
は、ピーク時の 聞社が担った。近隣新聞社 る厳しい現状の中、強みを
約 割に減少 の舞鶴市民新聞社や丹波 見出し磨き上げることで
している。
新聞社、両丹日日新聞社、 困難な局面は必ず打破で
全国に数多 北近畿経済新聞社などが きると訴えた。
ある地域紙も 協力した。
龍谷大学社会学部コミ
例外ではなく、 主催者代表あいさつに ュニティマネジメント学科
多くの課 題を 立った日本地域紙協議会 の畑仲哲雄准教授らの提
それぞれ抱え 会長の新保力・市民タイム 言に続いて行われた講演
る中、「地域紙 ス代表取締役（長野県）は、 では、元綾部市長の四方八
の未来を考え 「地域紙は活力ある地域づ 州男氏が「地域を紡ぐ～新
よう」という くりに貢献してきたその町 聞のある町～」のテーマで
呼びかけに 応 の誇れるブランド。真の地 熱弁を振るった。
そういう使命をもった地
域紙に直接携わる人々には
「自分たちは地域の人と人
を結んでいるんだ」
「自由と
民主主義、そして人権を守
っているんだ」という強い
自負を持ち、常に人々に寄
り添う姿勢を貫いてほしい
ものだ。そうすれば、必ず地
域紙は残る。兄・洋は「新聞
のある町」のあとがきでこ
う記している。
「地域新聞のある町のイ
メージは外に開かれて透明
感が高いといえる。共同体
としての結びつきも強く、
文化度が高いと感ずるのも
筆者の偏見ではないと思
う。…筆者は地域紙の未来
を信じる。大きなメディア
に比べてもネットに比べて
も独自の情報を扱っている
からだ。…地方創生がいわ
れている。地域紙よおこれ。
戦後第三の開花期が近づい
ていると信じたい」（了）

日目には自由討論が
行われ、各社の抱える課題
や解決方法について意見
が交わされた。その中で、
取材などを連携して行うネ
ットワーク作りや、共同で
の「全国地酒コンテスト」
の開催など、多彩な議題で
話し合いが行われ、最後に
島根日日新聞社社主菊地
幸介氏（日本地域新聞図書
館館長）が「地域新聞協議
会が設立 周年記念祝賀
会を 月 日（火）に東京
で開催したい」と述べた。

八洲男 氏

第 回地域紙交流会に寄せて
京都府元綾部市長・四方
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むらまつ ひろし

村松大の
津軽三味線生演奏
各種ライブ
毎日やっています！

・

・

次号の発行日は 月 日です。
身近な情報は電話
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当日、北は北海道「あさ
ひかわ新聞」から南は沖縄
「宮古毎日新聞」「八重山
毎日新聞」まで 社、 人
が一堂に会した。日本地域
紙協議会の新保会長（松本
市・市民タイムス）も 回を
通じて最高の参加者だと喜
んでおられた。名刺交換を
しながらまず感じたのは、
皆さん腰がずいぶん低いこ
とだった。兄が取材でうか
がった社長さんだろう。飛
びつくように手を握ってく
れる人も多かった。
その中に、あの東日本大
震災の時も車のバッテリー
を外して、翌日にＡ４判２
００部の新聞を作り、避難
所に貼って回った気仙沼・
三陸新報の浅倉眞理代表取
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だ」と。兄たちにもそうだっ
たが、私が綾高を出て綾部
から離れていた 年間、お
ふくろは月３回の「新生時
報」をずっと送り続けてく
れていた。
裏表２㌻のタブロイド判
だったが、文字通り隅から
隅まで目を通したものだっ
た。そんなことで、 歳の
時、突然綾部へＵターン、市
議に立候補した時も違和感
はなかった。地域紙はふる
さとそのものだった。
だから昨年、あやべ市民
新聞の高崎社長から「全国
の地域紙交流会を綾部でや
ることにした」という話を
聞いて、まさに「我が意を得
たり！」。その日を楽しみに
していた。

3

8
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今月の運勢・占い

発熱予防など、たくさん
の効果を期待できます。
ご自身では歯を磨くこ
とが難しい方もたくさん
いらっしゃいます。
そういう方々の健康と
健口を守るために、私達
は日々お手伝いをさせて
いただいています。
訪問歯科診療では口腔
ケアだけでなく、義歯の
作製・調整、むし歯治療、
抜歯等も行っています。
寒竹歯科医院ではポー
タブルのレントゲンや歯
を削る機械を用意してい
ますので、歯科医院に通
院していただくのとほぼ
同じ治療ができます。
ご家族に通院困難で歯
科診療をご希望の方がい
らっしゃいましたら、お
気軽にお問い合わせくだ
さい。

チケットのご予約・お問い合わせ電話0570-550-100

兄・洋は、早いもので、亡
くなってから１年以上にな
る。毎日新聞在籍中から死
ぬまで地域紙に関心を持ち
続け、約 に及ぶ地域紙を
取材し、一昨年には清水弘
文堂書房から「新聞のある
町」を出版した。これが最後
の出版となった。その兄が
よく話していた。
「ど根性と
いう言葉があるが、地域紙
の社長はもちろん、記者に
も面白い人がたくさ んい
る。地酒と似て個性が抜群

40

歌手生活 年を振り返って
アジアン/ロバート

もりやすバンバンビガロ

蛯沢 亜衣

訪問歯科診療について
医療法人社団 郁栄会
寒竹歯科・歯科衛生士

訪問歯科診療をご存
知ですか？
ご高齢・障がいがある
などでお身体が不自由
な方、寝たきりの方、歯
科が無い病院に入院中
の方など、ご自身で歯科
医院に通院が困難な方
々が訪問歯科診療を受
けることができる対象
の方となります。
歯科医師と歯科衛生
士がご自宅・施設・病院
に歯科診療と口腔ケア
に伺います。
「からだの健康はお口の
健口から」という言葉の
とおり、口腔内を清潔に
保つことはとても重要
です。
特にご高齢の方は口
腔ケアをしっかりやるこ
とが、誤嚥性肺炎の予防
に繋がります。
他にも認知症 予 防や

佐久間一行/トータルテンポス

17
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り植えている途中で雨が
降りだしたっけな。でも手
をやすめず雨の中きっち
り植えてくれた。植え終わ
ると儀ちゃんは庭から「お
母さん、どうだ」と呼びか
けてきた。私は「きれいだ
ね」とだけ言った。ありが
とう、嬉しいと言うべきか
ちょっと迷ったけど。うす
紫のあじさいだった。あれ
はたった一度の儀ちゃん
の愛情表現だったのかも
知れない。そうそう父の日
がもうすぐ来る儀ちゃん
と結婚してまだ間もない
今の季節だった。二人でデ
パートに行った事があ
る。私は「そうだ、ネクタ
イをプレゼントしてあげ
ようか 」と儀ちゃんに聞
いた。儀ちゃんが嬉しそう
な顔になり「ウン」とうな
ずく。二人でネクタイ売り
場に直行した。若い女の店
員さんがにこやかに「お父
様へのプレゼントです
ね」と私達二人を見て言っ
た。そのとたん儀ちゃんは
ムッとした顔で「いらん」
と言ってさっさとその場
を離れた。親子に思われて
ショックだったのかな？

チョコレートプラネット/尼神インター
他
ゆりやんレトリィバァ

パンクブーブー/ライス
ネルソンズ/8.6秒バズーカー他

バンビーノ

コロコロチキチキペッパーズ

おかずクラブ

和牛/井下好井/ななまがり
デニス 他

学天即 他
天竺鼠/はんにゃ

竹内健人/フルーツポンチ

グランジ/バイク川崎バイク

ビスタチオ

しずる/コマンダンテ

NONSTYLE/プラス・マイナス

チョコレートプラネット

テンダラー/COWCOW
ウーマンラッシュアワー

POISON GIRL BAND

ライセンス

スリムクラブ/シソンヌ

野性爆弾

佐久間一行/LLR

東京ダイナマイト/ＬＬＲ

はりけーんず/スーパーマラドーナ

アキナ/和牛

2

川中美幸さんが浦安市倫理法人会で講話

ちゃんなりに、何かの形で
愛情表現をしたいと考え
ていたかも知れない。
だけど昭和一けた生ま
れの男性は、てれくささと
どうして愛情表現をした
らいいのか見当もつかな
かったかもしれない。
たった一つ私が「あじさ
いの花が好き」だと言った
数日後、儀ちゃんは大きな
あじさいの花を買ってき
て庭に自分で植えてくれ
た。スコップで庭に穴を掘

新品と中古品

3

定番お料理付お一人様3000円～
お酒飲み放題！カラオケあり！

7月22日 （土） 7月23日（日）7月29日 （土） 7月30日 （日）
佐久間一行/とにかく明るい安村

2

配して「大女になると嫁の
もらい手がない」と言って
村の竹でざるを作る職人
さんに頼んで私の頭にか
ぶせるざるを作ってもら
った。なんでもざるをかぶ
っていると背丈がのびな
いという言い伝えがある
とかで、祖母はそれを信じ
ていたらしい。そのため、
私は家にいる時はざるを
かぶる羽目になってしま
った。でも祖母の心配は当
っていたかもしれない。

週末ネタライブ前売・当日
大人2500円 子供1500円
7月8日（土）7月9日 （日）7月15日（土）7月16日 （日）
①回目12：00開場/12：30開演
②回目14：00開場/14：30開演
③回目16：00開場/16：30開演

8

18

7月の週末ライブ

地域紙交流会の会場風景
3

in

1
9
7
3
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24

全国地域紙の代表者（あやべ市民新聞社・提供）

トした。それからＮＨＫ紅
白歌合戦に通算 回出
考え方になりやすいとき。
場。二輪草も大ヒットした。 ☆一白水星 ●波乱運
暗剣殺を帯同し年盤の歳 万事に気負わず、期間に余
今年は 月 日に新曲
の「人生ごよみ／男の値打 破と同会。上昇運気ながら 裕を持ちもの事を進める工
思わぬ障害の暗示あり、内 夫が大切です。金運順調だ
卒業後に実家を離れて上京 ち」をリリースした。
「ふたり酒」や「二輪草」
人も集まった。
でヒット曲を生み出した歌
川中美幸さんは歌手デ し、芸能プロダクションに 芸能生活 周年を迎える 外に不安要因を抱えると が、要否検討。
手の川中美幸（本名・山田 ビューを果たすまでのいき 入りました。出身校は東京 節目に所属事務所の「アル き。もの事一向に進展せず、 ☆六白金星 △変化運
岐味子）さんが 月 日 さつを次のように語った。 都立小松川高等学校で、当 デル・ジロー」を離れ 月末 勇み足、早合点、急な変更が 月破を帯同。所謂鬼門「止
（月）浦安市倫理法人会の 実家は鳥取県で食料店を 時は定時制に通っていま に事務所を独立。夫が社長 ミスを招く。周到な準備と まる」の作用から物事の進
モーニングセミナーで「歌 経営しており、店の常連だ した。
年に定時制 を務めている株式会社美幸 十分な確認、周知徹底を。 みが遅い停滞期。脱出策は
手生活 年を振り返って」 ったお客が姓名判断の先 は閉鎖し、現在は全日制高 オフィスがマネジメント業 無理、無茶、自己中心的な 良い案浮かばず、改革図っ
態度で孤立注意。未経験の ても成功する 可能性は低
校となっている。
という題でお話した。
生に頼み、名前をつけても
務を行い新たに出発した。
年 歳のとき
浦安市倫理法人会は出 らった。 歳になったとき
独立した理由は母親が 投資投機に目が向きがちだ い。物事の優先順位を間違
席者数で連続日本一とい に母親の出身地である大 に春日はるみという名前で 歳と高齢で、 年前に心 が大きな罠が待ち構えてい えぬこと。安易な方針変更
は波風を起こすだけ。物事
う輝かしい実績を誇ってい 阪へ引っ越し、小学校 年 歌手デビュー。「新宿天使」 筋梗塞で倒れたため、介護 る絶対に手出し無用。
の推移が凶的に変化するの
るが、この日も会員のほか 生のときに「ちびっ子のど のシングルレコードを出し が必要になり仕事を控えて ☆二黒土星 ◎発展運
効果上がるとき。目 で要注意。変化の先行きを
他単会からも大勢出席し約 自慢大会」で優勝した。 ても売れなくて、大阪に戻 いたという。
やはり子供の頃から歌が り、母親が経営するお好み 現在、還暦を迎えても若 標を高く掲げ、誠意の行動 見極めることが大切です。
うまかったようです。
焼き屋の手伝いをしていた 々しく美しい川中美幸さん 姿勢が尊敬を集めます。周 金運不安定。うかつな行動
年 は、これからも日本の心の 囲とのバランスに気配り は後悔の元。新規事不可。
中学 年生のときに作 時代もあった。
詞家のもず唱平のもとで歌 に 枚目のシングルレコー 演歌を歌い続けて欲しい実 を。遠方取引も活発、交渉に ☆七赤金星 △自重運
有利な時。二様の心、生じ 年盤の五黄殺と同会。吉
のレッスンを受け、中学を ドの「ふたり酒」が大ヒッ 力派歌手です。
やすい。信用第一で着実に 凶相反するとき。注目度、期
劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍劍囗 進めば十分な成果を得る。 待度が高まる反面、有形無
庭に咲いているふじさ 時のたつのを忘れ、夕暮
だって私にプロポーズ
金運好調。努力が成果につ 形拘わらず離合作用生じる
いの花が美しい。あじさい れがせまっているのもし したのは儀ちゃんだけだ
時。実体見せ、疑問の答え得
ながる時。
の花には、いろんな思い出 らず本を読んでいたため もの。しかもその時私は
る時。物事を高い視点で捉
☆三碧木星 △波乱運
がある。
私は近眼になってしまっ 歳になっていたから。
運気強いが吉凶交錯する え、細部まで気を抜かぬ対
今それを冷静に考えて
小学校四年生の頃だ。私 た。仕方なくメガネをかけ
波乱運。一定の成果が現れ 応を心がけよう。ミスは平
は市原の山奥の小さな村 たが、祖母が「嫁のもらい みるとなんだかおかしい
るが、万事やり過ぎて失敗 身低頭に謝り、敏速に対応。
で暮らしていた。小学校に 手が遠のく」と本気で心配 やら、情けないやら。儀ち
しがち深追い禁物。新たな 文書印鑑、契約者関係に注
は四キロの山道を歩いて したのを、今思い出すとお ゃんは私と結婚した時
ことに心引かれるが、優先 意。諸税支払を確認。散財注
歳だった。しかも年齢はく
通っていたのだ。市原の家 かしくなる。
すべき現状の不備を補うこ 意。
の奥庭を眺めることの出
昔はメガネをかけた人 っているとはいえ私は新
と。シビアな目で現状を見 ☆八白土星 ●衰退運
来る座敷には一間の巾の が 少 な か っ た の だ ろ う 品、儀ちゃんはポンコツだ
直し、安定と充実に向けた 年盤の暗剣殺と同会。人
ある廊下が付いていた。 か…？丁度同じ頃だ、私は ったのだ。そのことは、私
策を練ろう。環境を見直し、 間関係や金銭トラブルに悩
その廊下には古いソフ ど ん ど ん 背 が の び だ し は少しいばってもいいと
部下とは膝をつき合わせ話 む傾向あり。今できること
ァが一つ置かれていた。 た。すると祖母がこれも心 思っている。儀ちゃんは儀
そう。金運不安定。即断即 に専念、現状を守ることだ
けを考えよう。技術磨く、勉
決せず相談を。
強習得は吉。金運低調。リス
☆四緑木星 ○旺盛運
器量充実、行動力も増す クのあることは避けて通る
時。的確に相手のニーズを べき。金銭貸借、文書捺印は
とらえ、責任感をもち骨惜 厳禁。
しみせず尽くして、相応以 ☆九紫火星 ○向上運
上の成果が期待できます。 前途に明るさが見え始め
自己過信を戒め、謙虚に有 ます。目標に最初の一歩を
識者の助言を仰ぐことが開 踏み出す準備をするとき。
運の近道です。高額設備、 綿密に計画を練り、人脈を
社用車更新などは予算調整 つくることが大切です。地
道に盤石な礎を築きます。
を。
目標設定、資金計画甘くな
☆五黄土星 ○良好運
諸事順調。リラックスし りがち。シビアに現実を見
て過ごせるとき。好奇心を 据える姿勢が不可欠。遊興
持って新たな楽しみを発見 費かさみやすい、計画性を
し、人脈得るチャンスです。 持ちましょう。
・
合理性強まり損得勘定が働 ※問い合わせは
・
（大河原）
いたり 計算ずくな行動や
6

この季節になると庭に
咲く水色のあじさいが誠
に見事で、私はソファに座
り本を読んでは、時々ガラ
ス越しにあじさいを眺め
るのが好きだった。
二歳くらいの時から絵
本を与えると、じいっとお
となしく本をめくってい
たと母がよく話していた
が、私は本当に本の好きな
子供だった。学校から帰っ
てくるとすぐにソファに
腰かけ本を読んでいた。
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6月17、18日に京都府綾部市で開催
四方八洲男氏
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