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総合計画を楽しむ 

 

 

 

佐世保が「ヤバイ!?」 

「佐世保がヤバイ」、この言葉

を耳にして、あなたはどんなふ

うに受け止めますか？  

お歳を召した方ならきっと

「え、なにか問題あり!?」とトラ

ブルを想像し心配されることで

しょう。しかし若い世代、中高生

のヤバイは、今では「かっこいい」

とか「素敵」「キュート」「超クー

ル（かっこいい）」という意味で

も使われるようになりました。

同じ言葉でも世代や置かれた立

場や育った環境、あるいはそれ

が発せられるシチュエーション

でニュアンスが変わるのです。 

かつては、お酒を飲んだ締め

として食べて、お土産にもして

いた地元のおなじみ「ハンバー

ガ ー 」 が 、 今 は 「 佐 世 保

（SASEBO）」と冠がついて、よ

その街・他府県の人からは「一度

はぜひ食べてみたい」と憧れら

れるものになっています。 

20 年前になるでしょうか。佐

世保で自分たちがふだん口にし

ているハンバーガーが全国的ブ

ームになって、「佐世保ご当地グ

ルメの佐世保バーガー」になる

とは、当時は、誰も思いもよらぬ

ことでした。ブームが少し落ち

着いたとはいえ、今でも佐世保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バーガーのパテやバンズは日々

発展し、あるいは昔からのスタ

イルを変えず守っているからこ

そ、「佐世保バーガーが超おいし

い！」「佐世保バーガーが超オモ

シロイ！」「佐世保バ

ーガーがヤバイ」と

なっているのです。 

「LIKE」と「LOVE」 

「ヤバイ」という言葉ひとつ

とってもそうですが、同じこと

を話しているつもりでも、じつ

はチンプンカンプンということ

が時として起こり得ます。だか

らこそ、言葉をじっくりと丁寧

に見直す、吟味することにより

鮮明に見えてくるものがありま

すね。 

英語の「LIKE（好き）」と

「LOVE（愛す）」の違いを意識

されることはありますか。日本

サッカー産みの親であるデッド

マール・クラマーが〈好きだけで

は一流になれない。愛すること

によって、はじめて一流への道

が拓かれる〉という意味の言葉

を残しています。 

好きというのはただ楽しむと

いう段階。それを愛するという

ところまで高めることではじめ

て苦しみも生まれ、その苦しみ 

を乗り越えていく情熱が本当の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロを育てるということです。 

惚れ込んでこそ一流なのです。 

「LIKE」ではなく 

「LOVE」のレベルまで高めよう 

本書「第７次佐世保市総合計

画」を手に取って読もうとする

方は、佐世保について、「かなり

詳しい」「ある程度詳しい」「興味

がある」という方でしょう。「そ

んなことはもう知っている」と

いう部分も多いかもしれません。

でも、だからこその落とし穴が

あるともいえるのです。 

たとえば「佐世保は明治 22 年

に海軍の鎮守府が置かれたこと

で、国家プロジェクトで急速に

発展した街。それまではほとん

ど何もない寒村だった」と表現

される方が多いようです。 

前段の〈急速に発展した〉は正

解です。でも「何もない寒村だっ

た」はけっして正しい表現とは

いえません。海軍以前にも歴史

はあり、人々の活発な営みがあ

ったからこそ、鎮守府を受け入

れる下地があり、街が急速に発

展していくことが可能であった

ともいえるのです。 

「佐世保大好き」への「はじめの一歩」 

「佐世保」を「知る」ことからはじめよう 
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あるいは「三川内焼」。佐世保

の鎮守府同様、平成 28 年に文化

庁の日本遺産に認定された「三

川内焼」はかつて平戸藩の御用

窯であり、「唐子絵」は平戸藩の

お留焼としてここでしかつくる

ことができませんでした。三人、

五人、七人と描かれる唐子の数

で献上先がより格上に変わった

といわれています。平戸のお殿

様の庇護のもと「透かし彫り」や

「置き上げ」「卵殻手（薄づくり）」

「菊花飾細工」など高い技術が

守られ継承されてきたわけです。

ただ、柿右衛門や今右衛門とい

った人間国宝（スター）が三川内

にいないこともあり、全国的な

知名度はお隣の佐賀・有田など

に比べると高くはありませんで

した。 

しかし、三川内のブランドは

とくに近年再評価され、とくに

クオリティの高いホンモノ志向

の陶磁器好きの方から高く評価

されています。 

毎年、東京の渋谷ヒカリエで

開催される展示会での「1000 種

（趣）1000 枚の豆皿」は、他の

地域からも真似されるほどにな

り、三川内焼は先陣を切って、い

わば新しい風を吹かせていると

いえるのです。   

ぜひ、佐世保の〈わかっている

つもり〉〈知っているつもり〉を

再点検してみましょう。当たり

前だと思っていることに世代間

ギャップがあったり、あまり大

したことがないと思っているこ

とがじつはとんでもなくスゴイ

ことだったりと、新しいものが

見えてくるかもしれません。      

佐世保のことを「好き」のレベ

ルでなく「大好き」へ、あるいは

「LIKE」を「LOVE」のレベルま

で高めていきましょう。 

「佐世保大好き！」と 

発信してくれる人がいる‼ 

黒島の天主堂で 17年ぶりに結

婚式が執り行われました（2018

年 9 月）。 

新婦は沖縄出身、新郎は長崎

市出身でしたが、いまは神奈川

県にお住いの方で、黒島の集落

が「長崎と天草地方の潜伏キリ

シタン関連遺産」の構成資産の

ひとつとして世界文化遺産登録

されたのを知り、ここで結婚式

を挙げたいと思われ、問い合わ

せをされ、準備を進められたと

のこと。 

おふたりとも黒島出身者では

ありませんが、島民の方々が何

十人も参列し皆で祝福されたと

いいます。 

じつは世界遺産登録直前の２

０１８年 4 月下旬に料理家の栗

原はるみさんを取材で黒島にご

案内したのですが、この取材時

に「聖堂で結婚式が挙げられた

ことは？」という質問に「もうず

いぶんとなく、これからも予定

はなし」と回答いただいていま

した。その後の世界遺産登録で

黒島のメディア露出が増え、あ

れよあれよという間に、新しい

明るい出来事につながったので

しょう。「結婚」はカトリックで

は「秘跡」のひとつとして捉えら

れるとても大切ものなので、人

口 400 少し、島民の 8 割がカト

リックの黒島では、まさに「喜ば

しいニュース（福音）」となった

のでした。 

ちなみに既述の料理家、栗原

はるみさんも、取材の折には「ふ

くれ饅頭」や「黒島豆腐」を島の

人たちといっしょにつくるなど

して温かい交流をされました。

取材後、黒島のウエルカムハウ

スの黒板に「くろしま、大好き！」

という言葉を残していただき、

取材最後は涙、涙のお別れとな

りました。 

栗原さんといっても男性の方

にはあまりピンとこないかもし

れませんが、レシピ本が世界一

を獲得し、NHK などの料理番組

で活躍する日本一有名（人気）な

料理家です。そのナンバー1 の人

に「黒島大好き、もう一度来たい」

と言っていただいたことも島民

の人にとっての喜び。写真の「く

ろしま大好き 栗原はるみ」を

黒島の人は半年以上たっても消

せないでいるそうです。 
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「佐世保ファン」を増やして、

元気になる!? 

黒島で結婚式を挙げたふたり

はこの地に移住されるわけでは

ないので、少子高齢化に歯止め

がかかるわけではありません。

でも観光で訪れたいくつかのう

ちのひとつではなく、一生の思

い出の地として心に刻まれ、い

ろいろな人に語り続けられるこ

とでしょう。 

また栗原はるみさんに「黒島

はほんとうに素敵なところでし

た、大好きな場所になりました」

と発信いただいたことで、すぐ

にアクションを起こす人は少な

くても、何十万という人の心に

は黒島が刻まれることになりま

す（栗原さんの訪れた黒島を 10

ページで特集した『haru-_mi』 

は発行部数 25万部、その他WEB

や電波を併せると相当な数とな

ります）。 

黒島については「世界遺産登

録」というわかりやすいキーワ

ードはありますが、黒島の「ファ

ン（関係人口）」が増えることで、

黒島が元気になっていく。その

姿を目にして周りの人、ほかの

地域の人も勇気づけられる、フ

ァンもますます増えていく。あ

るいは故郷に帰ってきてもいい

かなと思う人が増えるという好

循環を生み出していくのではな

いでしょうか。 

よその真似ではなく、 

内なるものを光らせよう 

佐世保ファン（関係人口）を増

やす、街をより活性化するため

には、まず自分たちが街をよく

知ること、いろいろな視点で街

を見直すこと、学び直すことで

す。前項のように、自分たちの地

域資産を見直し、後ろ向きでな

く何かをはじめようとすること

で道は必ず拓けます。話題にな

ったからとか評判だからといっ

て、それを安易に真似をしても

長続きはしません。佐世保バー

ガーが大ブームになったときに、

いろいろなところでご当地バー

ガーが生まれましたが、姿を消

してしまったものも多いですね。 

「佐世保」には、「佐世保ならで

は」「佐世保発祥」というものが

ほんとうにたくさんあります。 

 防空壕をそのまま商店街に活

用している今も元気な「とんね

る横丁」があったり、海軍の武器

庫だった洞窟を夏季限定のレス

トランにしたり……、ユニーク

な活用例を目にすることができ

ます。 

鎮守府を置くということは、

軍事施設や兵器武器をつくると

いうことだけでなく、道の整備

であったり、浄水の確保だった

り、病院をつくったり、街のイン

フラを整えていくということで

もあります。この点においては、

戦争遺構を負の遺産してとらえ

るだけではなく、現代にもつな

がる「近代土木の結晶」としても

とらえることができますし、そ

れらが「過去形」でなく、さまざ

まな形で自分たちの暮らしにつ

ながっているともいえるのです。 

「さるくシティ４O３」で毎冬

「きらきらフェスティバル」が

開催され、12 月の第 1 水曜日に

は「きらきら大パーティ」が開催

されます。2000 人、3000 人が一

堂に会して忘年会をするという

のは、これも他所ではまず考え

られないこと、まさに佐世保な

らではです。 

でも、そもそも、このパーティ

が実現できるのは、街中に 1 キ

ロ強の直線アーケードがあるか

らで、それは日本海軍の「街づく

り」の図面がベースになってい

ます。商店街中央にずらりと並

べる長テーブルも通常は商店街

にあるものではありません。ど

こから持ってくるものかなど意

識する人はいませんが、自衛隊

の教育施設から数百単位で借り

受けることができるから成り立

つわけですね。 

 商店街活性化のイベントもじ

つは日本海軍の歴史とつながっ

ている、それも佐世保ならでは

の特色です。 

あれも、これもと 

「佐世保ならでは」いっぱい！ 

もちろん、旧日本海軍、海上自

衛隊、米海軍基地関連だけでな

く、歴史でいえば既述したよう

に、平戸藩との関わりで三川内

焼はもちろん、江迎の陣屋跡や

今も続く千灯籠であるとか、そ

れ以前にそもそも福井洞窟など

の遺跡もたくさんあります。 

自然の美しさという点におい

ては「九十九島」は「世界でもっ

とも美しい湾クラブ」に加盟が

認められていますし、グルメと

いう点でも九十九島の特異な自

然が育む魚介類、とくに「九十九

島かき」はパールシーで「九十九

島かき食うカキ祭り」が 20 年以
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上、毎年開催されていますが、こ

れは近年の牡蠣焼小屋ブームの

先駆けであり、また海を眺めな

がら数千人単位でということ自

体が、まず他ではなかなか見ら

れない光景です。 

2013 年、2014 年に「九十九島

かき 世界と出会う」というタ

イトルで東京都内複数の大使館

御用達レストランでフェアが開

催され、たくさんの著名人、文化

人が「九十九島かき」を堪能しま

した。ある有名フランス料理シ

ェフからは「この牡蠣を空輸し

てフランス人に食べさせたらお

もしろいね」と絶賛されました。

「九十九島かき」はまさに世界

に誇れる牡蠣なのです！ 

そして佐世保ならではのグル

メといえば「レモンステーキ」も

ありますね。 

構成作家として、映画監督、プ

ランナーなどとしてマルチに活

躍し、くまモンの産みの親でも

ある小山薫堂さんに、2010 年に

佐世保市内のレストラン数軒で

「レモンステーキの食べ歩き・

味比べ」をしていただき、「味も

最高ですしレモンステーキとい

うネーミングも素晴らしい！」

と絶賛、雑誌の特集で紹介して

いただいたことがあります。 

知る、理解する 

 自分の街を好きになる前提に

あるのは「知る・理解する」こと。

自分の街のことを良く知れば、

深く理解すれば、おのずと好き

になり、もっと知りたい、そして、

そのことを他の人にも知ってほ

しいと願うようになるはずです。 

いちばん怖いのは「無関心」

「知らない」「興味がない」とい

うことでしょう。たとえば廊下

にゴミが落ちているとします。

気がついて拾わないのは悲しい

ですが、後ろめたさを感じたり、

あとで戻ってきてやっぱり拾う

という可能性はあります。しか

しゴミが落ちていること自体に

気がつかなければ、拾うという

ことにはつながっていきません。

誰もゴミに気がつかなければゴ

ミはそのままです。あるいは汚

れがどんどん進んでいってしま

います。 

「反対も邪魔もしないからど

うぞご勝手に、おまかせします」

ではなく、やはり、まずは「知る・

理解する」努力が必要です。 

「上流は下流を思いやり、下

流は上流に感謝する」という言

葉があります。川は上流と下流

がつながっています、海にもつ

ながっています。しかし、そのこ

とをふだん、あまり意識するこ

とはありませんね。しかし上流

の水源がダメになってしまえば

必然的に下流もダメになってし

まう、上流は下流にも責任をも

たないといけないし、下流も自

分たちは知らないという態度は

本来、とってはいられないとい

うことなのです。これを田舎と

都市部、あるいはお隣の市町村

同士の関係に置き換えてもいい

かもしれません。 

 

伝えることより、 

伝わることが大事 

佐世保市内に本社をおく「ジ

ャパネットたかた」の前社長高

田明氏が『伝えることから始め

よう』という書籍のなかで「伝え

ることより、伝わることが大事」

だと説いています。どれだけ相

手の心を動かせることができる

かが大事で、カメラをセールス

する一例としてズームが何倍で、

解像度がこれでとお年寄りに性

能を細かく説明しても相手の胸

に刺さらない。そこで、「携帯で

写真を撮ってもプリントするこ

とはないでしょう？ でもこの

カメラでお孫さんの節目の記念

日に撮影しておいて、それを２

０歳のお祝いのときに大きく伸

ばしてプレゼントしたら喜ばれ

ますよ、そのためにはやはりこ

のカメラが…」と勧めると、そう

かなあと前のめりになってくる

ということです。 

もちろん、公平公正で正しい

情報であることは基本ですが、

伝え方にも工夫が必要というこ

とを示唆してくれるお話です。 

この総合計画が、みなさんの

佐世保理解、佐世保大好きへの

第一歩となることを願っていま

す。 

そして、この総合計画をもと

に、佐世保市民一人ひとりが良

き理解者であると同時に、良き

伝え手となっていくことを期待

しています。 

 

 

させぼまちづくりコラムニスト 

蒲田 正樹 

大手出版社で雑誌編集長などを歴任、現在は雑誌や書

籍の編集に携わりながら、自治体の広報ＰＲやマーケティ

ングもサポート。著書に『驚きの地方創生「日本遺産・させ

ぼの底力」』『驚きの地方創生「京都・あやべスタイル」』等 


