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謝辞

おわりに

本書を読み終えたみなさんへ

最後までこのまちのアイディア集を読んだ皆さん、
一緒にまちをつくっていきましょう。

付録
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おわりに
　本書では多久市の魅力や課題など現状の振り返りから、まちを良くするアイディア、そのア

イディアを実現する方法についてご紹介してきました。

　この活動を通して私たちは、今まで意識しなかったり、無意識に目をそらしていた多久市の

魅力や問題を改めて参加者全員で話し合うことができました。皆さんも本書を通して、これま

で当たり前のように見ていた日常の景色が少し違ったものに見えてきたのではないでしょうか。

　私たちが住むこの多久を持続的に運営し、さらに魅力的なまちにしていくためには、私たち

住民がまちづくりへ積極的に参加することがとても大切になってきます。

　この本を手にとってくれた皆さん、是非あなたが住みたい多久市の将来像を思い描いてみて

ください。そしてそれを実現するためにアイディアを考え、一緒に実現しましょう。

　それがまちづくりへの第一歩です。本書がまちづくりをしようと思う皆さんの一歩を踏み出す

きっかけとなれば幸いです。

平成 28 年 12 月

アイディア集編纂会議メンバー 一同

本書を読み終えたみなさんへ

“これからの多久市を創っていくのは
                           　　　　　ここに生きる私たち一人一人です”
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謝辞
　この本の策定にあたっては、３回のワークショップを通じて多久市の住民のみなさん

からアイディアを募ってきました。ご協力いただいたすべての方々に、あらためて深く

感謝申し上げます。

◯「まちのアイディア集」ワークショップにご参加いただいたみなさん

この本ができるまでご協力していただいたみなさん

東多久町納所地区
　秋永　安弘　　岡島　健一　　古賀　時雄　　済木　辰雄　　田渕　厚　　　出端　俊文
　永石　春香　　梛野　正彦　　羽島　洋一　　眞島　隆　　　松瀬　一郎　　松田　俊治

東多久町
　岡田　一義　　樺島　永二郎　川原　明　　　北島　高美　　倉富　治利　　上瀧　賢治
　鶴丸　光博　　中野　春美　　南里　新　　　野中　真由子　浜崎　和弘　　廣橋　徹郎
　峯　渉　

南多久町
　伊川　照明　　今泉　政彦　　尾形　塁　　　岸武　龍男　　黒岩　義幸　　古賀　政彦
　笹川　宗彦　　陣内　謙太　　角田　一彦　　駄原　政幸　　土橋　良二　　中村　悦子
　西山　秀利　　橋本　善充　　服部　奈津美　林口　只良　　久本　智博　　眞島　啓子

多久町
　阿部　厚子　　飯盛　久男　　今泉　つね子　江打　正敏　　亀川　将平　　佐々木　繁
　陣内　清春　　中野　照子　　南里　カヂ子　西山　孝美　　松江　操

西多久町
　飯守　康洋　　鵤　保　　　　尾形　正利　　田淵　久里代　西野　実穂　　原口　哲幸
　舩山　真由美　諸石　弦一郎　山田　富士人　吉武　元成　　吉次　孝昭

北多久町
　大島　哲也　　大庭　弘　　　佐藤　由佳　　白木　大輔　　中尾　圭太　　中村　慎一朗
　野田　勝人　　野中　博美　　橋本　智子　　原　一哲　　　藤原　正章　　牟田　善伸
　森永　晴男　　八島　景季

（五十音順・敬称略）

※

※

※※

※
※

※ ※

※ ※

※

※

※「まちのアイディア集」編纂会議メンバーのみなさん
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調査・編集に携わったメンバー
◯早稲田大学後藤春彦研究室

後藤　春彦
吉江　俊
上井　萌衣　　出樋　幸裕　　田島　靖崇　　平澤　道郎　　藤井　真麻　　松平　怜也

お問い合わせ
◯多久市 総合政策課

◯佐賀県 地域交流部さが創生推進課 地域振興担当

ワークショップの集合写真

第一回ワークショップ (H28.3.5) 第二回ワークショップ (H28.8.6)

第三回ワークショップ (H28.8.27) まちのアイディア集お披露目会 (H28.12.10)

TEL : 0952-75-2116
FAX : 0952-75-2110
e-mail : sougouseisaku@city.taku.lg.jp

TEL:0952-25-7505
FAX:0952-25-7423
E-mail:sagasousei@pref.saga.lg.jp
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論語カルタ分類表

約を以て之を失う者は鮮し

疑わしきには問を思う

欺くこと勿かれ而して之を犯せ
上司をだましてはいけないが、
言うべきことはしっかり言うべきだ。

之を知るを知ると為し知らざるを知らずと為す
知っていることは「知っている」とし、
知らないことは「知らない」としなさい。

わからないときはしつもんをしましょう。

中庸の徳たるや其れ至れるかな
何事も極端に走らず一方に偏らずバランスよく
生きることが大事である。

思い上がって勝手にするとやりすぎ、しくじりが
あります。ひかえ目に失敗はない

辞は達するのみ
言葉は自分の意志を伝えればよい。
さらに語句を複雑華美にする必要はない。

無理せずいこう

素直になろう

バランスを大事にしよう

己に克ちて礼に復るを仁と為す
欲をがまんして礼をつくせば人としてすばらしい。

仁を問う子曰わく人を愛す
仁とは人を愛することである。

己の欲せざる所は人に施すこと勿れ
自分がして欲しくないことは、人にもやらない。
人の身になって思いやりをする。

弋して宿を射ず
巣ごもりしている鳥はとらない。
人間はやさしい心が大切である。

善く人と交わる久しくしてこれを敬す
人とよく交際する。しかも長いおつきあいでも敬意を
失わない。

敏にして学を好み下問を恥じず
さとりがよくて学を好み高い地位にいながら自分より
下の者に問うことを恥じない。

徳は弧ならず必ず隣有り
徳ある人は決して孤立しない。必ず理解者や仲間が
現われるものである。

徳ある者は必ず言あり
心や行いの正しい人は（実践家）おのずとすばらしい
ことが言える。

勇者は懼れず
勇気があればおそれることはない。

命と與にし仁と與にす
天から与えられたつとめをつくす（使命をはたす）
だけでなく、人の道にもそむかないようにする。

道に志し徳に拠り仁に依り芸に遊ぶ
学問の道にはげみ、心や行いを正しくし、
人にやさしくし、そして芸術も楽しむ。

三人行えば必ず我が師あり
三人いっしょに行動するとその中に必ず先生として
ふさわしい人がいる。

賢を見ては斉しからんことを思う
かしこい人、すばらしい人を見ると、自分もああいう
ふうにしたいと思う。

迹を踏まず亦室に入らず
真剣に過去を学んで先人のあしあとをたどらないと
本当の道はわからない。

故きを温ねて新しきを知る
古いことを研究すると、新しいことがよくわかる。

終を愼み遠きを追う
年とった親をよくお世話して遠い祖先の恩を忘れぬ。

礼をつくそう

祖先を大事にしよう

すばらしい人間になろう

人を見習おう

思いやりをもとう
徳を身につけよう

無理せず素直にバランスよく

おのれ か れい かえ じん な じん と ひとしのたま あい

おのれ ほっ ひとところ ほどこ なか

よく やどり い

さんにんおこな かなら わ し

けん み ひと おも

ゆうしゃ おそ

めい とも ともじん

じ たっ

これ し し しな なし

よ ひと まじ ひさ けい

びん がく この かもん は

あと ふ また  しつ はい

ふる たず あたら し

おわり つつし とお お

とく こ かなら となり あ

とく もの かなら げん

みち こころざ とく よ よじん げい あそ

やく もっ これ うしな すくなもの

ちゅうよう とく そ いた

うたが もん おも

あざむ な しか これ おか
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思うて学ばざれば則ち殆し

知者は惑わず

学びて時に之を習う亦説ばしからずや
学んで練習するとすっかり自分のものになってくるので、
とてもうれしい。

正しい知識のある人はどんなことがあっても
心が乱れることがない。

之に居りて倦むことなく之を行うに忠を以ってす
どのような職にいても初めから終わりまで
怠ってはいけない。仕事に忠実にとりくみなさい。

天を怨みず人を尤めず
運が悪いと言って天をうらんだり
人のせいにしたりしてはいけない

歳末のきびしい寒さにも松や柏の葉は落ない。人も
普段はわからないが大変な時にほんとうの強さがわかる。

歳寒うして然る後に松柏の凋むに後るるを知る

力足らざる者は中道にして廃す
力が足りないということは途中で怠るからである。

「もうこれでよい！」と思って勉強をやめてはいけない。
独断することはあぶない

行くに径に由らず
目的を達成するのに決して近道はしません。

仕えて優なれば則ち学ぶ
仕事に自信がついたならば、
さらに勉強しなさい。

任重くして道遠し
人間としての一生の任務はきわめて重く
そして目的ははるかに遠い。

苗にして秀でざる者あり
せっかく芽を出しても成長しない人もいる。
一生けんめい努力をしましょう。

秀でて実らざる者あり
才能があっても実らない人がいる。
人は努力が必要だ。

苦しんだあとでなければ上達しない。

小さなことは我慢しないと大きな企画は失敗する。

悱せずんば発せず

吾が道は一以って之を貫く
わたしの生き方はただひとつの道理をもって
これを貫く。

学は及ばざる如くするも猶之を失わんことを恐る
「学問に終わりはない。」として学ぶようにしていますが
この、心掛けをなくしてしまうことがおそろしい。

来者の今に如かざるを知らんや
若い者は努力すれば将来は、
今の人以上に立派な人になるであろう。

小忍ばざれば則ち大謀を乱る

努力は報われる

継続は力なり

学をつけよう

大変なときこそ頑張ろう

近き者説べば遠き者来たる 先ず行う其の言は而る後に之に従う

君子は言訥にして行い敏ならんと欲す
君子たるもの口上手でなくても行動は
敏活であってもらいたい。

まずは自分の考えを行ってみせる。
それから主張する。

備わらんことを一人に求むることなかれ
一人の人間に何もかも要求してはいけない。

朋有り遠方より来たる亦楽しからずや
友だちがひょっこり遠くからたずねてきました。
こんなに楽しいことはない。

そこに住んでいる人々がよろこぶような政治をすれば、
よその人も、したってくるようになる

教え有りて類無し
人は教育の仕方で、善くも悪くもなる。
初めから、善人悪人の類別はない。

生れつきはだれでもお互い似たようなものであるが、
習慣や育ち方によって人間がすっかり変わってくる。

性相近きなり習相遠きなり

自分の周りから考えよう

教育を大事にしよう

行動で示そう

みんなでやろう

周りを巻き込んで行動する

目標に向かって努力しよう

なえ ものひい ち しゃ まど

まな とき これ なら またよろこ

これ お う これ おこな ちゅう も

てん うら ひと とが

としさむ しか のち しょうはく しぼ おく し

にん おも みち とお

わ みち いち も これ つらぬ

まず おこな そ げん しか のち これ したが

くん し ことばとつ おこな びん ほっ

そな いち にん もと

がく およ ごと なお これ うしな おそ

ひい ものみの

らい  しゃ し しいま

ひ はっ

しょうしの すなわ たい ぼう みだ

おも まな すなわ あやう

ちから ものた ちゅうどう はい

ゆ よこみち

つか すなわ まなゆう

ちか よろこ もの きとおもの

とも えん  ぽう また たのきあ

おし るい なあ

せい あい ならいあいとおちか

※この論語カルタ分類表は、第三回ワークショップで地区の目標を論語カルタから選ぶ際に早稲田大学が編
集したもので、100 首すべて網羅しておりません。論語の意味調べや逆引きの際にぜひ参考にしてください。
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あとがき (早稲田大学より )

　みなさんと考えた一つひとつのアイ

ディアを冊子にまとめることができ、

大変うれしく思います。「顔が見える」

アイディア集になりました。

　みなさんと一緒にアイディア集

を作成することで、自分自身も成

長することができたと思います。

本書を通して私達のことを思い浮

かべて下されば嬉しいです。

　このアイディア集が少しでも多く

の皆様の目に触れ、多久市をさらに

好きになる一助となれば幸いです。

多久市の魅力は本書で伝えきれない

程、「たく」さんです。

　各地区のイラストは私が担当し

ました。みなさんの心に残るペー

ジになるように心を込めて書きま

した。楽しみながら読んで頂けた

ら幸いです。

　本書を最後まで読んでいただきあ

りがとうございました。このアイディ

ア集をきっかけに多久がさらに魅力

的なまちになればと願っています。

　地域のみなさんと一緒に地域が

もっとよくなるように考えたアイ

ディアがまとまって嬉しいです。多

久の美しい景色や温かい笑顔の皆さ

んのことは忘れません。

　この１年を通して住民のみなさんから様々なアイディアが提案され、深まっていくのを

見て大変触発されました。幸運にも、もう少しまちづくりに協力させていただくことにな

りました。アイディア集が実際の取り組みや成果へと育っていけるよう、みなさんと一緒

に頑張りたいと思います。吉江俊

上井萌衣

田島靖崇

出樋幸裕

平澤道郎

藤井真麻 松平怜也

　多久に暮らすみなさんと、多久市役所や佐賀県庁が協働でまちづくりに取り組むという

ことは、それぞれが対等の立場で共通の目的をめざして、互いの立場を理解しながらやり

遂げることに他なりません。料理に例えれば、このアイデア集は共通の目的となりえるメ

ニューやレシピが示されたものです。新鮮な素材を集めて、みんなで調理してそれを味わ

うような、実践を目指していただければ幸いです。後藤春彦教授


