地
( 域活 性 化 は 高齢 者 パ ワー で
前 面よ り 続 く

)

パワ ーと言え ば︑高齢 者パワ
ーで地 域活性化 に成功し た事例
がござ いますの で︑この 機会に
ご紹介 したいと 存じます ︒それ
は徳島 県上勝町 の彩
︵い ろどり︶
事業で す︒この 町は人口 二千人
余︑高 齢化率が ５割弱の ︵当地
区 ％・高知県 ％・全国 ％︶
過疎と 高齢化が 同時進行 してい
る町で す︒しか しながら ︑元気
な町︵ 寝たきり のお年寄 りは２
人だけ だそうで す︶とし て全国
に知ら れていま す︒
この 事業は︑ 町の半数 が高齢
者とい う状況に あって︑ 昭和
年︑当 時ＪＡの 職員であ った横
石知二 氏が大阪 出張の際 ︑料亭

運 営審 議会広 報部 ・ パソ コン クラブ 共同 制作
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で小枝 が﹁つま もの﹂と して重
宝され ているこ とに気付 き︑町
のお年 寄りにあ った商品 という
ものは 何かを考 えていた 彼は葉
っぱの 商品価値 に目をつ けたの
です︒﹃軽い・美 しい・お 金にな
る﹄産 業という ︑キャッ チフレ
ーズを 掲げ︑
紅 葉︑椿の葉 ︑梅︑
桜︑桃 の花など 上勝町の 自然の
中にあ るものを 料理の﹁ つまも
の﹂と して使わ れる材料 を販売
する事 業を立上 げました ︒
現在 では三百 種類もの 花や葉
っぱを ︑全国へ 年間２億 ５千万
円の規 模で出荷 していま す︒高
齢者で も容易に 扱うこと ができ
るパソ コンを導 入︑現在 では約
２００ 名︵高齢 者のうち ︑５人
に１人 ︶が参加 する町の 一大事
業に成 長し︑﹁ 健康にも つなが
る﹂﹁ 孫にも小 遣いがあ げられ
る﹂﹁ 四季折々 の美しさ が感じ
られる ﹂と町の 高齢者や 女性達
にとっ てこの仕 事は最高 のもの
になっ ているよ うです︒ この事
業の成 功要因は 地域のお 年寄り
に生産 者︵出荷 者︶にな っても
らう事 によりお 年寄りの ﹁生き
がい﹂ を創出し たことで す︒こ
の例は ほんの一 部で高齢 者の元
61

気な地 域ほど活 性化がは かられ
ている ようです ︒
当岩 村地区に は︑戦後 の苦し
い時期 を乗り越 えられ︑ 今日の
豊かな 時代の礎 となって いただ
きまし たすばら しい方が 大勢い
らっし ゃいます し︑ネギ ︑ニラ
の栽培 が盛んで ︵ねぎ剥 ぎ・ニ
ラのそ ぐり作業 は呆け防 止＝健
康︑お 金になる ︶文化施 設ふれ
あいセ ンター︵ 趣味の構 築︶等
もござ います︒ これらの 資源を
ご活用 頂いて︑ これまで の人生
のノウ ハウを若 い世代に ご教示
いただ ければ︑より
﹁ 生き がい﹂
が感じ られ︑上 勝町をし のぐ元
気な地 区になる と確信し ます︒
最近は 子供の非 行等これ からの
日本︵ 地域︶を 担う子供 達が危

うくな ってきて います︒ 学校︑
家庭だ けではな かなか対 応が難
しくな ってきて おり︑人 生の先
輩であ る皆様の お力で地 域の子
供 た ち を 見 守 っ て い た だけれ
ば︑更 なる地域 向上が図 られる
と存じ ます︒
お願 いばかり 申し上げ ました
が︑今 年もお仲 間をお誘 いのう
え︑お 元気でご 出席頂き ︑わた
したち にパワー をいただ きます
ようお 願い申し 上げます ︒
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九月 に設置
された ＡＥＤ
の使用 説明会
が生涯 学習課
により 十一月
十二日 に行わ
れ︑二 十余名の 方が参加 し使用
方法を 教わりま したが︑ むずか
しくて 一度の講 習で十分 使いこ
なせる か疑問で す︒この 機器は
万一の 場合に救 急隊が到 着する
ま で の 応 急 措 置 を 行 う もので
す︒使 用しなく てもよい ように
日頃か ら健康に は注意し ましょ
う︒
︵ 公民館よ り︶

