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卓 話
コミュニティビジネスとしての大磯市
NPO 法人 西湘をあそぶ会
代表理事 ハラ ダイスケ

大磯町周辺の漁業者、農業者、商店主らが大磯港（同
町大磯）と同町内を舞台に 2010 年９月から月１回で
始まった「大磯市（いち）」。初回はわずか 19 店の出店
で来客も数十人だったが、５月の第 21 回は港だけでも
155 ブース、移動車 11 台という一大マーケットになっ
た。テレビ番組「もしもツアーズ」の影響もあり来客も
１万人を突破した。別荘地だった大磯らしい個性的な商
店と、新鮮な魚、野菜の直売の組み合わせが人気を呼び、
来客増加と参加店増加の好循環が実現した。
主催者の実行委員会は、町漁協、湘南農協大磯支所、
町観光協会、町商工会、NPO 法人 西湘をあそぶ会など。
「大磯をゆっくり散策が楽しめる町にしたい」という
アイデアを基に、「大磯全体を市にしよう」と考えた。
集客拠点として駐車場のあるミナト（大磯港）で魚、野
菜の直売を軸とするマーケットを開催、マチナカ（町内
各地）の店舗、ギャラリーなどと連携する。10 年９月
19 日以来、毎月第３日曜日に開催してきた。初回は客
も少なく惨憺（さんたん）たる状況。町内の人気店に声
を掛けたり、知り合いに企画を提案して出店を頼むなど
した。次第に「面白そうだ」と、
参加する店が増えていっ
た。
大磯市の人気の理由はいくつかある。①新鮮な地産
品を買える もともと第３日曜日は漁協組合の魚の朝市。
大磯市はこれにのっかる形で始まり、JA 湘南大磯支所
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も参加し、新鮮な魚と野菜が買える。②雑多で多様な店
舗 大磯市の飲食はテキ屋の出店は認めていない。また
できる限り大手の出店もご遠慮いただいている。個人の
個性ある店舗が店を並べている。
飲食だけではない、マッ
サージや占い、雑貨や陶器など何でもそろうのが大磯市
だ。③オリジナル商品 大磯市でうまれたオリジナル商
品も人気だ。代表例は小田原のニコカフェの「大磯妻」
。
当初さっぱり売れなかったが、
ブログを中心に火がつき、
テレビで取り上げられてからは全く買えなくなるほどの
人気ぶりだ。おまけに各店舗が大磯妻をテーマに大磯妻
のコラボ商品が生まれた。茅ヶ崎熊沢酒造「大磯妻ビー
ル」、ビーンズマートオイコス「妻ブレンド」
、la forêt
verte「妻キャンドル」DIXONHOLIC「大磯妻クッキー」
などなど。毎回趣向をこらし出店者も来場者も楽しんで
いる。④くつろぎ 大磯市は家族連れが多い。子供と恋
人と、家族で楽しめる。理由としては海の前なので、浜
にいってあそんだり芝生で寝転んだりとそれぞれ自然環
境とともに楽しんでいる。⑤活動発表の場 フラダンス、
コーラスグループ、環境団体、いろんな団体の発表の場
として大磯市を開放している。⑥マチナカとの連携 用
事が多いほど来る気になる。マチナカのギャラリーや商
店、イベントと連携しすべて大磯市の HP などで告知し
ている。
大磯市に参加し、商品取扱店が増えた、仕事をもらっ
た、認知度が上がった、お客さんが増えたなどの事例は
枚挙にいとまがない。すでに大磯市から人気店へと変貌
した事例もある。今後は大磯市を湘南、西湘地区の多様
な主体の交流拠点として変貌させていきたいと考えている。
卓話者プロフィール
卓話プロフィール
ハラ ダイスケ NPO 法人 西湘をあそぶ会 代表理事
低成長時代における新しい地域、そして個人はどう生
きるべきかを探求。
あそびによる持続可能な地域再生モデル、コミュニ
ティデザインに取り組む。
地域資産を維持することこそが地域の生命線と考えて
いる。
地域で余っているもの、
いらないもの、
使われなくなっ
てしまったものでも、これは地域資産だ！というもの
に新たな価値を生み出す。
荒廃農地の再生と交流人口の創出、農業の 3 次産業
化をテーマにした「僕らの酒」
「無農薬こたつみかん」、
港の再活用と自立型の地域経済圏の創出をテーマとし
た「大磯市」「大磯 港の直売所」、遊休施設の活用を
テーマに元歯医者のビルをセルフリノベーションした
「OISO1668」
、未利用魚の活用をテーマにした「めし

＜出席報告＞
本 日 8月 2日 会員数 62名 対象者 56名 出席者 48(42)名 出席率 75.00％
前々回 7月19日 会員数 60名 対象者 54名 出席者 47(41)名 出席率 75.93％ MUP 3名 計 44名 修正率 81.48％

や大磯港」「㈲湘南定置水産加工」などのプロデュー
スを行う。

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎ホームページについて
かねてより準備を進めておりました当クラブホーム
ページが完成し、公開しました。どうぞご覧ください。
URL は「http://hiratsuka-rotary.jp」です。
＊会員専用ページは追って公開いたします。
◎ロータリー日本財団より。
平成 24 年１月１日〜６月 30 日までに財団が受領し
たクラブからの個人寄付について、「確定申告用寄付
金領収証（黄色）」
、
「寄附者の皆様」と「税額控除に
係わる証明書」３枚セットでお渡し致します。
◎財団補助金管理セミナー勉強会のお知らせ
日時：８/ ８（水） 14：30 〜 16：30
場所：第一相澤ビル６Ｆ
＊小飯塚会長、清水雅広幹事、成瀬財団委員長、升水
一義クラブ研修リーダーが出席します。
◎第４回ＩＡ委員会及び第３回合同会議開催のお知らせ
日 時：８/11（土） 13：00 〜 14：00 委員会
14：30 〜 16：30 合同会議
場 所：藤沢産業センター 8 階『情報ラウンジ』
＊木島委員長が出席します。
◎「未来の夢計画」ＤＤＦ活用に関するアンケート調査
の依頼
＊対象：会長、幹事、奉仕プロジェクト・Ｒ財団委員会
◎ＩＡ学友会 交流会のお知らせ
ＩＡ学友とアクター時代にお世話になったロータリア
ン、ローターアクトと各高等学校インターアクトクラ
ブの皆様を交えて交流会を開催いたします。ご家族で
のご参加もどうぞ。
日 時：９/23（日） 11 〜 14 時（予）雨天決行予定
場 所：こどもの国内バーベキュー場
参加費：無料
※入園料 600 円は各自負担でお願いします。
◎先週ご案内しました『財団学友によるコンサート』に
つきまして再度お知らせです。
～国際ロータリー財団奨学生としてミュンヘン国立音
楽大学に学んだピアニスト８手連弾の夕べ～
日 時：10/ ５（金） 19：00（開演）
場 所：横浜みなとみらいホール 小ホール
入場料：￥3,000
＊クラブでまとめてガバナー事務所へ申込ます。ご希
望の方は、事務局までお申込ください。
新会員ご紹介
こんどう

まなぶ

◆近藤 学様（ＮＴＴ東日本−神奈川
平塚支店 支店長）
生年月日 1964 年９月 27 日
出
身 神奈川県横浜市
家
族 妻
学
歴 中央大学法学部法律学科卒業
〈経歴等〉
昭和 63 年 日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）入社
本社グループ事業本部、本社人事部、群馬支店、福島
支店、本社サービス開発部、千葉支店、本社営業推進
部、茨城支店、本社財務部を経て、現職ＮＴＴ平塚支
店に勤務
組織整備・営業戦略・サービス開発関連の企画業務等
主に従事。
全国複数支店を経験しましたが、神奈川の勤務は今回
がはじめてです。出身県であり嬉しく思っております。
〈趣味等〉
野球が好きで、休日はリトルリーグ時代の仲間と野球
クラブ会報委員会

◎関口幸恵

○北岡

明

をやっています。
４年前から仲間のチームに参加して、動かなくなった
体に鞭打ちつつ楽しくやっています。
昔は、ピッチャーとショートで打順３番でしたが、今
は、セカンドで打順は７番ぐらいでボチボチです。
学生時代は、司法試験の勉強一筋でしたが、力不足の
ため不合格。社会人となってからは、法律に関する仕
事とは無縁に近い状況でしたが、昨年から自己啓発の
思いも含め、弁理士資格の勉強をはじめました。
気合だけは、来年合格を目指して勉強中です。
え と う ひろいち

◆江藤博一様（丸島運輸
代表取締役社長）
1965 年９月 25 日
神奈川県平塚市
両親・弟
花水小学校卒業
浜岳中学校卒業
五領が台高校卒業
明治学院大学 経済学部商学科卒
経
歴
平成元年
明治学院大学卒業
同年
三信電気株式会社入社
平成４年
〃
退社
同年
丸島運輸株式会社入社
平成19年
〃
代表取締役就任
現在に至る
趣
味
海外旅行
【その他役職】
（平成 24 年現在）
（社）神奈川県トラック協会平塚地区支部 理事・
（社）
神奈川県トラック協会青年部ＯＢ会代表世話人・平塚
輸送センター協同組合 理事・社団法人 平塚青年会
議所シニア会 幹事（2005 年度 理事長）
・平塚商工
会議所 議員・平塚商工会議所青年部ＯＢ・平塚法人
会青年部・神奈川県自動車交通共済協同組合 総代・
陸災防神奈川支部平塚分会 理事・神奈川県貨物自動
車厚生年金基金 代議員・協同組合アツリュウ 青年
の会 幹事
生年月日
出
身
家
族
学
歴

＜メ ー ク ア ッ プ＞ ３名
＜メークアップ＞
山本 智、宅野順彦、木島俊雄

各会員

＜ゲ
ス
ト＞
＜ゲスト＞
卓話者
：原 大祐様（NPO 法人 西湘をあそぶ会）
入会前ゲスト：飯塚和夫様（平塚公証役場 公証人）
＜ビ ジ タ ー＞ 平塚湘南ＲＣより
＜ビジター＞
会長 柳沢 隆様・新会員 原
＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

康二様

14 名

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
８月１６日（木） 休会（定款による）
２３日（木）→２４日（金）
湘南ひらつか花火大会見学（移動）例会
会場：サン・ライフ本社ビル５・７Ｆ
時間：18：00 〜 20：00
３０日（木） 地区会員増強・会員維持委員会
副委員長 桐本美智子会員
９月 ６日（木） ガバナー補佐 芦川 浩様
( 平塚湘南ＲＣ ) 訪問
１３日（木） プログラム委員会（卓話予定）
＜市 内 例 会 変 更＞
平塚西 ８/15 ㈬ 休会
金谷浩史

國岡久資

８/22 ㈬➡26 ㈰ 家族納涼親睦会
青山紀美代

杉山幹生

