
今回は、まず前回のフィールドワークの感想共有から始めました。前回発表でき

なかったチームから行き先とそこで感じたことを話してもらい、参加者全員で土

岐の魅力を改めて共有しました。その後、これまで出てきた意見をもとに設定し

た６つのテーマを発表し、それぞれ興味のあるテーマに分かれて話し合いをして

もらいました。ここからは各テーマごとに話し合いを深めていきます。

後半は、外から講師をお招きし、カメラについてのレクチャーをしていただきまし

た。宿題として参加者に提出してもらった写真を見ながら、写真の撮り方、構図、

明るさや色、コントラストなどたくさんのことを教えていただきました。
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より多くの人に土岐の魅力を知ってもらうには、どうすればいいのでしょうか？今

回はカメラの講座を開き、写真で魅力を伝える方法を学びました。

「ふるさと」の伝え方を考えよう！　PART 1
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の
声

11/10 SAT 14:00-17:00
場所：まちゆい、会議室

参加人数：19名

VOL.3

【 SCHEDULE 】

　14:00 はじめに / 前回のふりかえり

　14:05 フィールドワーク発表（前回続き）

　14:40 テーマ（6つ）に分かれ、意見交換

　15:40 休憩（5分）

　15:45 レクチャー

　　　　 「惹きつけられる写真の撮り方を学ぼう！」

　　　　 講師：鈴木知子先生

　16:25 まとめ

　16:30 おわりに / 次回案内
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話し合いの感想

・駄知町のあれこれ、あちこち、色んな話、昔の話、成型（石こう）屋さんの話、いろ

いろ出ました。だんだんとまとまると思います。

・皆さんの意見がより新鮮で、もっと地域の良さを知りたいと思いました。日々発信

したい、自慢したい思いに駆られています。

・ちょっと時間が足りなくて……もうちょっと色々話したかったです～！

・自身のテーマは美濃焼×技術。「今後」に向けていいディスカッションができました！

・濃い内容で話ができました。期待感◎。

・土岐にほしいもの、もっとこうしたらいいなという皆の意見（特に若い人）も聞け

てよかったです。

・前回行ったところにはやはり愛着が湧き、これからも考えていきたいと思い今回の

チームを選びました。

レクチャーの感想

・一人ひとりの作品の良さを伸ばすようなアドバイスの数々がいただけて嬉しかったです！

・他のラボメンバーがどんな視点で土岐市を見つめているのかがわかってよかったです。

・カメラを5年ぐらい前に買ったのですが、「撮りたい時に撮る！」という気持ちで持ち歩き

たいと思います。

・細かいいろんな注意点が聞けてよかった！と同時に“土岐をアピールするポストカードに

なる”ことに改めて責任を感じました。もっと練習せねば！

・写真に写すことで日常の宝が見つかると感じました。

・肯定して、一枚一枚を丁寧に講評してくださる感じがとても嬉しかったです。

・初心者にも日常に使う言葉だけで説明してくださってわかりやすかったです。

・土岐市のいろんな場所に出歩いて写真を撮りたいと思いました。

・写真は、見る側のことも考えて撮ると違った感性が生まれるのではとも思いました。ま

ずは自分の好きなモノ・コトを撮って練習しようと思います。

・皆さんの切り取られた時の写真を見ることがとても面白く、またエピソードを聴くのも

楽しかったです。

・写真の勉強になりました！写真の形によって印象かわるんですね～！

・撮る側もそうですが、写真を見る“見方”も勉強になりました。

進行役よりアドバイス ！

今回から６つのテーマに分かれ、チームでの話し合いが始まりました。チームだからこそで

きることがたくさんあります。メンバーとともに進めていくことの楽しさと心強さを感じなが

ら土岐市の魅力探しの旅に出てもらえたら嬉しいです。そして次は、その中で見つけた魅力

をどのように伝えるかを考えることになります。決してクリエイティブな表現ばかりが大事

なわけではありません。心が動く表現は他にもたくさんあります。ただ、自分が伝えたいこ

とを入れすぎてしまっていないか、お互いに１歩引いて確認し合うことが大切です。その際、

今回の講座で教えていただいたスキル・考え方も存分に活用してみてください。

コミュニティデザイナー

内海  慎一
（LifeWork）

レモンソースで二度おいしい、やまねこ印のレトロなプリン

尾道プリン（おやつとやまねこ）
素材にこだわって作られた、クリーミーな味わいの尾道プリン。別添えの100％国産
レモンを使ったお魚型レモンシロップをかけると、甘酸っぱい初恋の味に…。
http://ittoku-go.shop-pro.jp/

おいしいおやつ



フォトグラファー 神奈川県横浜市出身。東京工芸大学短期大学部卒業後、

広告写真プロダクションに入社。アパレル、コスメなどのコマーシャルフォ

ト中心に活動。雑誌への作品提供や写真ノウハウ書籍の執筆、フォトコン

テストの講評なども行なっている。 ライフワークの横浜を中心としたスナップ

写真を、ブログにて毎日更新中。

フィールドワークの気づきを共有しよう！
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屋号の由来は？　 →　「自由」！
・丸武　 →　おじいさんの名前に武の字が入っていたから
・角林　 →　林さんが多くいたので分けるため
・丸本　 →　すりばちをつくるためのつちが「本ぎょう土」だったため

屋号を探しに行こう！ in 駄知町コース2

美濃焼を作る人は、実はグルメ！？

荒神窯 ・エンゴロでつくったピザ窯で焼いたピザと焼き鳥をいただく。
 ・すぐ焼けて火加減も最高。
郁兵衛 ・こだわりの素材。小麦粉、天然のわさび、卵。すべて自分で探して見つけてきたもの。
 ・厨房はモザイクタイルを使った大正時代のもの。
 ・隣にある「又おいでや」の五平餅も有名。10種類以上も味がある。
玄保庵 ・日展作家が陶芸家のねりの技術をいかして蕎麦打ちをしている。
 ・若手作家にギャラリーを開放して活動を応援している。

コース1

妻木城跡 ・見晴らしが素晴らしい！
 ・人が積んでいない石積がすごい！土岐のストーンヘンジ ！
不動の滝 ・岩盤がすごい ！
 その他 ・丸福窯業原料さんの手前に、土岐のナイアガラの滝（！）がある。  
 ・中馬街道に素晴らしい竹林の道があるという…今後要調査 ！

トキ・タキ・ウォーキン！コース5

惹きつけられる写真の撮り方を学ぼう！
事前に「土岐市の自慢できるものを撮ってこよう！」という宿題を出し、参加者に提出してもらいました。当日
はその写真を1枚1枚見ながら、講師である鈴木先生より写真の撮り方、構図、明るさや色、コントラストな
どたくさんのアドバイスをいただきました。

レクチャー
振り返り

ちびっこ芸術家＆すごい芸術家 / まちなかアート巡り

ちびっこ芸術家 ・庭にいろんな作品が！　１家族あたりの芸術品の数日本一 ！？
 ・なかには20年以上前の子どもの作品も……！
 ・テーマは学年ごとに市内共通。地域によって素焼きと釉薬の違いあり。
すごい芸術家 ・各作品情報がないので、プレートにQRコードなどあるとわかりやすそう
 ・現代美術風に写真を撮ると楽しい！

コース4

陶芸作家職場訪問 ・粘土にまみれてそのまま寝てしまうこともある。
 ・作業に打ち込んで気づいたら朝、なんてことも。
釉薬屋さん ・インスタ映えする写真ばかりが撮れる ！
 ・表に出ず、忍者のように影武者に徹している。
 ・海外からのコラボの相談もある。
 ・ハイブリッド車のバッテリーに使われるようになり、コバルトがとても高価になった。
 ・はじめての人にとって、蒸気機関車のようなアナログなものを見ている気持ちになれそう。
　 ・トロメルという窯業界を代表する機械があり、ぜひ見てもらいたい。

あのオレンジデカバケツが並んでいる釉薬屋さんに工場見学。
県外から来た陶芸家に聞きたい！ 土岐の良さって？？

コース3

ROOKIES MTB PARK ・土岐市をマウンテンバイクビレッジに ！ 
 ・日本全国でここしかない人口山コース
みくに茶屋 ・ごはんを半殺し ！？
 ・ルーツはなんと笏（しゃく）！
八勝園 ・元々は植物園。想像以上のジャングル感 ！

急速に人気の高まるスポーツサイクルの現場を見に行こう！コース6

前回に引き続き、フィールドワークの感想を発表・共有しました。以下はそれぞれのコースの気づきです。

今回、初めて土岐市に来ました。皆さんの写真には、観光客として訪れても私自身では探せない魅力がたくさん詰まっていました。素敵

な写真ばかりで、土岐市の魅力をいくつも知ることができました。私もよくするのですが、まちについて言語化してみることをおススメしま

す。短くて構いません。まちの魅力を言葉に変えることによって、写真の明るさをどうしよう？ 色は？ コントラストは？ といったように表現

をどうするか考える際の指針になるからです。ぜひそれにもチャレンジしてほしいと思います。また、ポストカードをつくる際には、自分の

写真を客観的に見ることも意識してみてください。スマホの画面で見て決めるのではなく、（できれば大きく）プリントし、自分の写真を客

観的に見ることが非常に重要です。客観的に見ることによって、自分の写真が土岐のことを全然知らない人にどこまで伝わるか、を考え

ることができます。それによって、自分の撮った写真にも自信がついてくるようになります。今日は楽しい時間をありがとうございました。

　　    スズキ トモコ
講師：鈴木 知子 先生

すず先生より

アドバイス ！



テーマ１～３は「陶芸」から！
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陶器のまちではない場所に住む人たちが触れる陶器

は「器」ぐらいですが、土岐に住んでいると「器」以外

にも生活の中に陶器が根付いています。先日訪れたそ

れぞれのお宅の庭に眠る名もなき作品たちもそのひと

つです。そうした、「陶器のまちならではの暮らし・生活」

をピックアップし紹介してみませんか？陶芸家の家の食

器棚を覗く、なんていうのも面白いかもしれません。

陶芸×生活

テーマ2

陶芸×グルメ
先日訪れた「玄保庵」さんや「郁兵衛」さんもそうですが、

陶芸と関わりがある人がやっているグルメは、他の土

地にはない大きな魅力です。菊練りの手法を活かして

こねた生地でつくる蕎麦、こだわりの器でこだわりの

コーヒーを淹れるカフェなど、陶芸家だからこそ！のグ

ルメは「きっと美味しいんだろうなぁ、行きたいなぁ」と

いう気持ちにさせてくれます。

テーマ1

6つのテーマに分かれて話し合いをしましたワーク

モノをつくるプロセスには多くの「ドキドキ・ワク

ワク」が詰まっており、陶器も同様です。中でも、

前回のフィールドワークで多くの人がドキドキし

た「釉薬」など、これまでなかなか光が当たって

こなかった部分の面白さをみんなで発掘します。

いわば、理系のあなたに向いたテーマかもしれ

ません。コアでマニアックなものの魅力を楽し

みながら見つけましょう！

陶芸×技術

テーマ3

これまでと違う切り口から陶芸を伝えよう ！



土岐市には多くの自然があり、それは名古屋などの都会に住む

人たちからするととても羨ましいことです。都会にない自然を求

めて休日などに地方に足を運ぶ人もたくさんおり、最近では、そ

うした自然を生かしたアウトドアの取り組みが非常に増えていま

す。ウォーキングやトレッキング、キャンプやスポーツなど、自然

を活用した取り組みは人を惹きつけ、何度もそこに来たいという

気持ちにさせてくれます。このチームでは、土岐にある自然を生

かしたアウトドアの取り組みを探しにいきます。自然や運動が好

きな人におススメです。

土岐にこんな素敵な自然が！ アウトドアの魅力を見つけよう

テーマ5

地域のディ～プな魅力に踏み込もう　今年度対象地域：駄知町

土岐市は8ヶ町村が合併してできた市であることも

あり、それぞれのまちに個性があります。しっかりと

歴史と文化が積み重ねられてきた地域は、外からの

観光客や移住者にとって大きな魅力になります。そ

の一方で、そうした魅力は地域の人たちにはなかな

か感じられないものです。外の目線を持ち、中の人

たちと一緒にその地域の新しい魅力を探しましょう！

まち歩きやフィールドワーク、空き家や古い建物など

が好きな人に向いたテーマです。

テーマ4

これからの観光は、移住した人数を表す「定住人口」でもな

く、観光に来た人数を表す「交流人口」でもなく、地域や地

域の人々と多様に関わる人数を表す「関係人口」を増やす

ことが重要です。素敵なまちは、出身者・来訪者問わず、「そ

の土地のヒト・モノ・コトが好き」と思ってもらえています。

関係人口によって、地域の「文化」や「産業」が支えられる

のが理想です。観光が地域をもたせる時代が来ています。

○また行きたい場所

○また会いたいヒト

○お手伝いをしたくなるコト　　　を探そう ！

例えば、こんなコト……

・陶芸家の窯たきの手伝い（玄保庵、伝統産業会館、個人作家）

・空き家リノベーション（コンサート、地歌舞伎）

・ふるさと納税の活用

・イベントボランティア　　など

関係人口（ふるさとを応援する人）を増やす取り組みを考えよう！

テーマ6


