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あなたの参画が多様性を認め合うコミュニティづくりの輪へ
あなたの余剰を分かち合う優しさが丹波の自然をまもる輪へ
あなたのすてきな能力の提供がコミュニティの自立と共生へ
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新しい年となりました。会員の皆様にはお健やかに新年をお迎えになったことと思います
本年も未杜のつながりをどうぞよろしくお願い致します。
ブータンは「幸福の国」か
GNH（国民総幸福）は「幸福の国」と言われるブータンの前国王が 1970 年代に提唱し、その後世界的
に注目をされている GDP に代わる国づくりの目標とする概念である。フランスをはじめ諸外国で注目さ
れて、国づくりに活用しようとした試みが報告されている。人口規模はあまり定かでないといわれている
が中国とインドに挟まれ地政学的には微妙な位置にある約 70 万人の小国の国家戦略である。
「幸福の国」とは国民の 97％が「幸福」だと表明した 2005 年の国勢調査に由来する。この国勢調査は
国勢調査員の戸別訪問による対面式の聞き取り調査で行われた。幸福度については「とても幸福」
（45.2％）、「幸福」（51.6％）、「あまり幸福ではない」（3.3％）の三択式であった。限定された選択肢の中
から権力を持つ人につながる国勢調査員との長時間に亘る戸別訪問による対面の聞き取り調査で得
られた結果である。
わが国では中央政府も取り組んでいるが、地域でも「幸福度」を具体的に測定して、地域の現状把握
とそこからの改善に向けた施策の拠り所にしようとする取り組みも現れている。先行しているのは東京
荒川区で開発された GAH（荒川区民幸福度）はことに有名である。さらに、京都府京丹後市でも「市民
総幸福の最大化」を目指したまちづくりに向けた「幸福のまちづくり研究会」が創設されたそうである。
ブータンを紹介した文献では国民が利他的な行動をとることが記述されている。結構なことだとは思
うが、少々気詰まりな国ではないかとも言えないことは無い。しかし、いくつかの文献を探ってみると、
中には人々は生活の知恵として気詰まりを回避する方法の記述にも遭遇できた。また、ブータンは未
だに完全には国際的に開放された状態にないばかりか、上述の 2005 年には国内に無国籍者が 10 万
人以上存在していたようである。
全国一律ではない地域固有の評価尺度を開発して個性のあるまちづくりに取り組むことは望ましい
が、ブータンの実態も記憶に留めて置きたいものである。
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＜1 月未杜井戸端会議＞

時：1 月 22 日（火）10 時～
ネ
所：山南住民センター
容：小野市地域通貨「かもン」との交流
以前は県内に多くの地域通貨発行団体
ありましたが、補助金削減に伴い次第に
消えていきました。その中で今なお続い
ている小野市の「かもン」と交流します。
未杜グループ活動の紹介もあります。

報告 ＜10 月未杜井戸端会未杜会員＞
楽しみながら手作りネックレスをつくりました 出来
上がったネックレスにみんな大満足。大きいけれ
ど肩がこらないと好評でした。
＜11 月未杜井戸端会議＞

＜2 月未杜井戸端会議＞
日 時：2 月 20 日(水)13 時 30 分
場 所：柏原住民センター
内 容：メディアリテラシーについて
講 師：県庁より{講師名は未定}
未杜新聞 46 号最終面に記したメディアリテラシー
について詳しいことを聞きたい要望がありました。
早速その勉強会を開催します。PC,携帯電話を通じ
て知らず知らずのうちに私達のプライバシーは無
いのも当たり前になっているかもしれません。ネット
社会において便利さを享受しながらもどのように自
分自身や家族を守っていけばいいのか学びたいと
思います。

＜3 月未杜決算パーティ＞
日 時：3 月 23 日（土）13 時 30 分
場 所：未定
内 容：未杜決算パーティ
開催場所、内容は後日ハガキにてご案内します。
定期会議の会場等の変更について
◎平成 25 年（2013 年）1 月から定期事務局会の
会場を氷上住民センターに変更します。
開催日は昨年と同じく
毎月第 2 水曜日 13 時 30 分です。
会員はいつでも参加できます。
報告・提案事項、未杜新聞への掲載希望記事など
あるかたも参画下さい。
ちなみに昨年 12 月の事務局会議には地域通貨研
究会のメンバーに参加いただきました。
◎未杜井戸端会議を原則として毎月第 3 水曜日
の昼または夜に開催します。但し講師さん等の都
合で変動の可能性もありますので必ず事前に未杜
新聞をチェックして下さい。

瓢芳夫さんに「私が推薦する丹波の見どころ食べ
どころ」の話をお聞きしました。
＜12 月未杜井戸端会議＞
未杜会員や一般の方々と一緒にポットラック
パーティを楽しみました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
人物紹介⇒賀川豊彦
賀川豊彦は「日本の協同組合運動の父」とよば
れ神戸市は豊彦ゆかりの地です。彼は現代社会に
おける協同運動のあり方として、大切なことはまず
「共に生きる(共生)」ことであり、持っているものを分
かちあう「プラスのシェア」と、他者の痛みを分かち
合う「マイナスのシェア」が必要であると言い、次に
大切なことは「他者と共に生きる」ことであると言っ
ています。
人間関係が希薄になりがちな現代において協同
している者同士だけでなく社会から見えにくくなって
いる人たちの存在に気づき働きかけていくことも求
められています。こうした身近なところからの実践
が持続可能な社会の実現につながっていくのでは
ないでしょうか。未杜の精神も少し似ているところも
あると思えて紹介させていただきました。
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グループ報告＊地域通貨研究会＊
未杜会員としてのアイデンティティが確認できる
グループです。下の文は、未杜がさらに広がってい
くことを願って、未杜地域通貨研究会の会員さんか
ら寄せられました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Y.K さんより
未杜会員になって約５年になります。地域通貨の
可能性について探求したく、当研究会に参加してい
ます。今後の課題としては以下
１．
未杜の普及
２．
電子ツールの活用
３．
若者へのアピール
市場通貨と同じ、未杜は使わなければ単なる”思
い”にしかなりませんが、会員の交流を活発化する
ことで信頼が生まれ、さらに流通するのではいでし
ょうか。その中で新しいサービスが提供できるかも
しれません。未杜長者は勲章ものですし、そうでな
くても感謝の気持ちが詰まっています。
提供するサービスで長期間提供できるものは紙
媒体でもいいですが、急に依頼したいことがあった
場合などは、フェイスブックやツイッターなどの電子
ツールを使うのが有効です。もし誰かが送迎をお
願いしたいと情報を発信すれば、登録会員にその
情報が伝わり、もし対応できる会員がいれば、即座
に連絡できるようになります。また全員が同じ情報
を共有できるのも利点です。最近フェイスブックで
神戸の地域通貨のグループがあることを知りまし
た。若者による情報交換が多く、それぞれ提供した
い又は提供してほしい情報が掲載してありました。
ただコンピュータ又はスマートフォンなどの道具と、
それを使いこなすことが必要になります。でも講習
会を開くなどして使い方を習得することは可能です
ので、年齢関係になく、恐れることはありません。
組織の少子高齢化は衰退を意味しています。サイ
トの再構築、情報の発信、先の電子ツールの活用
などで、若者がはじめ易くする対策が急がれます。
「幸せとは？」といつの時代でも問われることです
が、私は生きている（生かされている）と感じた時幸
せと思います。人は一人では生きていけません。す

べて周りの人との関係で生きています（生かされて
いる）。持ちつ持たれつ、「困ったときはお互い様」
未杜を通してそんな関係でいられたらと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地域通貨ってよくわからないと思われる会員さんは
このグループの方と話し合ってみてはいかがでしょ
うか。
未杜流通報告
最近の未杜流通（サービスや物の提供）の紹
介及び今後してほしいサービスなどです。
＜流通したもの＞
◎サービスの内容
：草刈、写真撮影、未杜ひばり指導、
情報提供
◎物の提供
：山の芋、すだち、りんご、花、お菓子
＜サービス依頼＞
◎こんなこと助けてください
＊フイルムカメラを譲って下さい。
（デジタルカメラを使い始めてフイルムカメラが不要
になった方へのお願いです）
依頼者：青木義雄さん
◎提供します（事務局へ問い合わせてください）
＊ＤＶＤデッキ
＊中古デジタルカメラ
＊簡易掃除機
＊野菜
●提供ありがとうございました。
46 号で依頼した浴衣や帯など多くの方に未杜で
わけていただくことができました。提供してくださっ
た方々、ありがとうございました。
●未杜流通のために
直接会員さんに依頼しにくい方、どなたに依頼すれ
ばいいかわからない方は事務局またはスタッフま
でお知らせください
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会員 紹介
今月は氷上町在住の
長久信子さんです。
おめでとうございま
す！４０年近く豊中市
に住み丹波にＵターン
して６回目のお正月を
過ごします。以前は、主人が長男のこともあり、仕
事納めと同時に丹波に帰り、掃除・お餅つき・おせ
ち料理・年越しそば…等気がつけば年が明けてい
ました。娘達が小さい頃、実家に行くと父が凧を準
備して待っていてくれて自然いっぱいの中で一緒に
凧揚げをして、走って笑っていい光景でした。
今、主人と二人の生活で迎える側になり孫達に
丹波の楽しさをいっぱい伝えようと思います。
３年前、念願だった英会話教室に通うようになり
赤井先生との出会い！！「未杜」のことを知り会員
になりました。「未杜」を通じて多くの方を知る事が
出来て、「未杜ひばり」で楽しい時間も過ごさせてい
ただいています
丹波で多くの方と繋がって自然の中で生活して
いる時、とてものびのびとして幸せな気持ちになり
ます。何もわからないままスタッフにと声を掛けて
いただき非力ですが「未杜」を繋げるお手伝いが出
来る事をうれしく思っています。どうぞよろしくお願
いします。
Anyone who stops learning is old,
whether at twenty or eighty.
Anyone who keeps learning stays
young.
The greatest thing in life is to keep
your mind young.
（学び続ける人は、たとえその人が８０才でも若
いと言える。逆に、学ぶことをやめた人は、２０才で
も年老いている。人生で最も素晴らしいことは心を
いつまでも若く保つということだ。）
― Henry Ford ―
ことしも「？？の手習い」を楽しみます！

＜未杜ポットラックパーティ＞
12 月 15 日今年最後の未杜井戸端会議は
思い思いの食べ物を持ち寄ってポットラックパー
ティを開催しました。
そのあと、未杜ひばりの歌やかくし芸、そして
最後に踊り保存会の方に教えてもらった丹波市
音頭をみんなで踊ってにぎやかなうちにパーティ
を終えることができました。参加者のみなさん会
を盛り上げていただきありがとうございました。

ランチしながら自己紹介

久須美先生の指導による未杜ひばりのコーラス

みんなで丹波市音頭を踊りました
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