
住民ディレクター発！

官兵衛で國創り ご紹介資料

福岡県東峰村とうほうTV ～村民みんなで創るテレビ～

２０１４年７月

とうほうTVホームページ http://www.tohotv.jp/

（内部の打合わせ資料・取扱い注意）



NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」追走番組官兵衛で國創りとは

黒田官兵衛は「人に媚びず 富貴を望まず」を信条に軍師として乱世を生き抜きました。

わたしたちは毎週の大河ドラマを追いかけながら官兵衛の生き方に学び、地域の歴史を
見直し、人と人、地域と地域をつなぐ番組づくりを目指しています。

2014/1/5（日）初回から「軍師官兵衛」放送直後に
生放送！（最終話まで）

東峰村の木工塾で
作られた
木彫りの
ふくおか官兵衛くん

P.1

毎週日曜日
午後8時45分～午後9時に生放送
http://www.ustream.tv/channel/tohotv
アーカイブ
https://www.youtube.com/TohoTV11ch



番組づくりの“プロセス”が地域づくりに「住民ディレクター」

日々の生活の知恵を受発信しあい、豊かな暮らしを創造する住民。

平成8年に今回の番組総合プロデューサーでもある岸本晃が発案。
全国各地で実施された住民ディレクター講座の受講生、その理念に賛同する全国の地域づくりに
関わる方々とのネットワークが築かれている。

ICTで列島をつなぐ
住民ディレクターの
全国ネットワーク

一般社団法人八百万人（やおよろずびと）

福岡県東峰村（とうほうTV）はその実践の場
http://www.tohotv.jp/

P.2

人口約2400人



住民ディレクター発！の國創りって？
（※以下２８回までの１１回分抜粋）

第1回 2014.1.5

官兵衛ゆかりの地、人口2,400人の福岡・東峰村から「軍師官兵衛」追走番組始動!!
東峰村ってどんなところ？東峰村と黒田官兵衛とのご縁

とうほうTVは「村民みんなで創るテレビ」

飛龍の瀧・上月城のある兵庫県佐用町から

http://youtu.be/n-xhLLNZoBI

早くも盛り上がってます！
黒田サミットin中津

番組づくりが地域づくり
住民ディレクター全国のネットワーク

（社）八百万人

P.３



「宗家の嫁」の高取焼講座
第2回 2014.1.12

高取七絵さんと官兵衛の出会い、そこから広がる七絵ワールドに迫ります。

十三代 髙取八山 の奥様であり、自らも高取焼の作家として活動されています。
宗家の奥様からみた「官兵衛」、これぞ住民ディレクターの視点。

http://youtu.be/mXKwvb7p2SE

「私にとっての官兵衛は、武士なんだけど、普通の武士とはちょっと違う・・」

黒田家から拝領した二十四騎の掛け軸

しゃくなげ咲く
築100年以上の宗家の庭

初代八山の肖像

火の色で窯の温度を判断

中興の祖は女性窯元
高取静山。

P.４



福岡プロジェクトの官兵衛戦略
第4回 2014.1.26

第4回は「軍師官兵衛」福岡プロジェクト協議会の事務局をされている福岡県国際観光経済課（現在観光物産振興課）の中島徹也さん
に福岡県全体の官兵衛戦略を伺いました。これまでの大河ドラマに関係した地域の分析や戦術の研究、そしてこの１年の福岡全体の大
きなうねりをどのように創っていくのか？まさに軍師の仕事を担当されている立場からじっくりと地域活性化への道筋を一緒に考えま
す。

http://youtu.be/XNbU3N1UhbE

官兵衛の地域活性化戦略！！福岡全体の官兵衛戦略に迫ります

「おじいちゃん、おばあちゃん、大河ドラマ軍師官兵衛、
すぐに続く『官兵衛で國創り』はご覧になっていますか」

ほっこりCM。ナレーションは、村民スタッフで
宝珠山きのこ生産組合の川村倫子さん

大分県中津市で開かれた全国ゆかりの地サミット

P.５

福岡県の総決起大会



村出身者と歩く！！官兵衛の足跡
第5回 2014.2.2

第5回は福岡市に住む東峰村出身者の「福岡こいしわら会」（4月から福岡東峰の会に成長）の皆さんに官兵衛の菩提寺・崇福寺と官兵
衛、長政父子を祀る光雲神社を案内していただきました。東峰村からは農家の奥さん梶原京子さんが訪問。そして総合プロデューサー
岸本晃がカメラマン、千葉からIターン中の星有美子がディレクターです。当日は福岡市と東峰村を中継でつなぎました。

http://youtu.be/5NZj0-CG5-c

「官兵衛で故郷（東峰村）が身近になりました」
こいしわら会代表の声が心に響きました。

黒田節のモデル母里太兵衛像
番組をきっかけに、
出身者の方々とのつながりが深まった

官兵衛の墓碑

P.６



酒呑みに又兵衛が渡った「後藤橋」
（東峰村小石原）

第10回 2014.3.9

第10回は 「松尾城へ酒呑み通い?!後藤又兵衛の石橋」です。後藤又兵衛は松尾城の北隣にあった益富城の城主だった頃、松尾城主黒田
六郎右衛門を訪ねよく酒を吞んでいたらしいのです。城に登る手前で又兵衛が渡っていたとされる石橋は「後藤橋」と名付けられ今で
も語りぐさです。

http://youtu.be/9tfU919urMg

「軍師官兵衛」で塚本高史（つかもとたかし）さん演じる後藤又兵衛が城主だった益富城が東峰村のお隣、嘉麻市にありました

のちに長政との確執で黒田藩を出ていく又兵衛ですが、黒田（中間）六郎右衛門と大変
仲が良く益富城から松尾城までの３里（約１２Km）の道を馬に乗って遊びに行っていたの
だそうです。

後藤又兵衛ゆかりの地にちなんで考案されたおまんじゅう「又兵衛饅頭」
９２歳のお母様も現役です

放送当日はRKB「今日感テレビ」の密着取材も入り、
スタジオ全体が華やかに盛り上がりました

P.７



官兵衛の命日、村民スタッフ突撃取材へ
（崇福寺・黒田家墓所）

第12回 2014.3.23

第12回は3月20日の官兵衛の命日にズームインしました。崇福寺などゆかりの各地の模様をお伝えしました。

http://youtu.be/rR0UGtxa6MY

とうほうTV取材チーム＝大工のときんちゃん(撮影)＋農家の京子さん(リポーター)が小川福岡県知事や官兵衛の子孫である
黒田家第16代当主へ突撃しました!!

キリシタンでもあった官兵衛の法要は、
仏式とキリスト教式の両方が初めて一緒に行われました

77歳、元気です!!
並みいるマスコミに交じって堂々と取材中。

「みんなに福が訪れるように「福岡」と名付けようぞ」
（講談 神田紅さん）

東峰村・村民スタッフのガッツ！ 見せてくれた京子さん！
小川県知事に突撃取材の様子。

官兵衛の墓碑の前で撮影する「ときんちゃん」

P.８



光姫のご子孫と上月城リポート
（福岡/兵庫・佐用）

第14回 2014.4.6

第14回は光姫と上月城(兵庫県佐用町)です。福岡市内では偶然光姫のご子孫と出会いました。また、播磨攻めの山場を迎える上月城か
ら地元の住民ディレクターがリポートしてくれました。

http://youtu.be/323GbhgtGdU

光姫の菩提寺取材中、『出会ってしまいました‼光姫のご子孫に。』
大河オープニング「飛龍の瀧」・「上月城」のある兵庫県佐用町から住民ディレクターと、あ・うんの呼吸で現地の様子を紹介

副住職の三木さんと光姫のご子孫櫛橋玲子さん。

「官兵衛は上月城を落とした、憎き秀吉の家臣
です。上月城は惨い目に合いました。
上月町民としては、山中鹿之介がヒーローなの
です。」
「上月城跡は、もののあわれ、人の愚かさ、寂寥
感でいっぱいでしたが、飛龍の滝に行くと心が洗
われるようでした。」
HIDEBOMさん取材記より

P.９



黒田武士団を育てた播磨のルーツ
（兵庫・姫路）

第15回 2014.4.13

第15回は「軍師官兵衛と黒田武士団を育てた播磨のルーツ」姫路市の皆さんにお伝えいただきました。

http://youtu.be/ylzSygO-HRM

城山如水さんの篠笛（黒田節）から始まった中継は官兵衛本丸・姫路とつなぎ放送！
中継会場である姫路ひょこむカフェには、「官兵衛大好き播磨人」が結集してオフ会をしながら生中継配信。

なーーんと、この会場の中に「軍師官兵衛」で
片岡鶴太郎演じる小寺政職のご子孫が！！

最後は、官兵衛盃でかんぱ～い！！

「こたつねこ」こと、姫路リーダーの和崎さん
姫路市副市長、はりま風土記の里を歩く会の須磨さん

毎回「官兵衛で國創り」を画面のすみっこか
ら応援する『見守り隊』（八百万人）とは？

１～１５回でのべ７０名以上の全国の仲間が参加

八百万人事務局長の高橋さんより紹介

P.１０



村重人気で盛り上がるボランティア
（兵庫・伊丹）

第19回 2014.5.11

第19回は信長への謀反を決行した村重に再び迫ります。前回に続き兵庫県伊丹市からの生リポートです。「官兵衛で國創り」はいよいよ
ダイナミックに人と人、地域と地域が繋がりはじめています。

http://youtu.be/i7L1dnwSak8

幽閉されても官兵衛と村重の友情は続いていた！官兵衛から村重への手紙にみる二人の友情。
そして村重つながり、幽閉されたときの牢番（加藤重徳）の子孫が朝倉に・・！？ 伊丹と朝倉の地域交流のきっかけとなる回

官兵衛から村重への手紙
（伊丹）

福岡・朝倉市商工観光課の隈部係長より
村重と朝倉地域のつながりを説明

伊丹スタジオのシンボル
村重人形

「だし姫プロジェクト」のオーディション
で選ばれた方々と池田会長

P.１１



母里太兵衛400回忌と黒田節ロボット
（嘉麻市/福岡市）

第22回 2014.6.1

「見えないものを受け継いでいく」･･母里太兵衛の４００回忌法要で知り合った第２４代の太兵衛のご子孫
が登場！博多（福岡）からは、博多人形（の頭）に博多織を着た黒田節ロボットを紹介。

http://youtu.be/1HJ1aURDXmo

母里太兵衛の第２４代目の子孫「母里市兵衛忠一」さんは柳生新影流の達人でもあります

家は分家でも精神は直系 黒田騒動の後、
消えかかった母里家の血筋を今に継承している

ロボット用に黒田節をアレンジ。博多人形
（の頭）に博多織を着た黒田節ロボット

ロボスクエアで開発された

P.１２



軍師二兵衛（半兵衛と官兵衛）

原鶴イベントの官兵衛（朝倉市）

第23回 2014.6.8

「地域づくりも、戦国の世の軍師に学ぶことも多いのではないでしょうか。」 八百万人の代表歴女 の“二兵衛”解説
原鶴温泉が昭和スター博物館に変身!! NHK朝の連続ドラマ「花子とアン」の蓮子様のモデル柳原白蓮ゆかりの品々も多数展示。

NHKはっけんテレビのふっくが乱入！！早朝から深夜まで密着取材！

八百万人の代表歴女?!千葉県山武市の小島さん

NHK福岡のマスコットキャラクター「ふっく」出演！

http://youtu.be/rH22btaP5mQ

P.１３NHKと
連携実現！！



杉並夏合宿から東京の官兵衛は？ 
内閣府イノベーション座談会で「住民ディレクター」を紹介 

第31回 2014.8.3 

山本一太大臣・小泉進次郎政務官の「あなたのイノベーション大募集！」で、「八百万人」広報チームの用松さんが東峰村の木
工塾のおじいちゃんと、東京・杉並の見守り隊長ハルキくんとの交流を提案、事例として取り上げられ8/1（金）の座談会に参加。イ
ノベーションとは「革新」「新しい切り口」のことですが「キラキラライフ」「ミラアタ（未来の当たり前）」などと新しく表現されつつあります。 

イノベーション＝技術革新 だけではない。 
大人から子供まで正しい理解を広めたい。 

http://youtu.be/krKp6vUf7u4 

「住民ディレクターとして住民が議論する場を設けてほしい」（小泉進次郎政務官） 

ニコニコ動画で生放送 

8/2-8/3 東京夏合宿から生中継 
住民ディレクターの新たなイノベーション ! ! 

八百万人と記念撮影 



現代の栗山善助、濱田岳さんに独占インタビュー！ 
第32回 2014.8.10 

「大願成就」リポート！地元の皆さんの気持ちが通じました！！ 384回忌に「善助役の濱田岳さんのメッセージをもらえないだろうか？」
との相談を受け東峰テレビがプロデュースしました。 

8/14 円清寺で行われる栗山善助法要に 
むけ、濱田さんの熱いメッセージをいただきました 

http://youtu.be/OOWgSFhFDXw 

円清寺、麻氐良城（までらじょう）周辺の皆様に誇りに思っていただける善助さんを演じたい 

8/1 NHK渋谷 

7/25 濱田さんへのラブコール！ 



制作体制(1)－東峰テレビ局

最高齢77歳
スイッチャー?!
辻富貴男
（中継カメラの
切り替え）

NPOくまもと未来
さとう正

②構成作家

⑥MC岸本

③ディレクター&編集マン
VTR制作

歯科医の司会
仲道由美子

農家の司会
梶原京子

村民スタッフ(MC)

①番組プロデューサー岸本

⑧番組ディレクター
ふっくと中継隊

インタビュー演出

チーフディレクター
梶原愛理

10代20代トリオ
清風＆愛理&亜美

（全国中継地域の調整）

制作スタッフ・村民スタッフ

井上崇巨
（２カメ） 11歳のメイキングは

見守り隊長の姉

NPOくまもと未来
澤啓子

メイキングチーム

利光洋一
（1カメに賭ける）

⑤地域づくりプロデューサー
ふっく×ムラガールズを

全国発信

④広報
出演者準備風景

を激写

⑨まかない
徹夜明けでも
客人に朝食を

（合宿所でもある）

総合プロデューサー
岸本晃

⑦AD
中継隊への連絡

ミキサー&
多次元中継運営

AD
星有美子

和田米美
（メイキング撮影）

P.１４



熊本県熊本市

福岡県北九州市

第２３回までにのべ80名以上の方々が
中継参加！

福岡県福岡市

制作体制（2）－見守り隊(全国中継）

山武市

群馬県上野村
のみなさん

神奈川県
横浜市

千葉県千葉市

茨城県土浦市千葉県柏市

東京都府中市

関東

福岡県原鶴温泉福岡県大川市

福岡県朝倉市

熊本県南小国町

九州

東峰テレビ局
北海道
占冠村

北海道

岩手県
住田町

岩手県
盛岡市

東北（岩手県）

隊長のパパ

ハルキ見守り隊長
(東京都杉並区）

隊長のママ
（社）八百万人
事務局長

第１回から
皆勤出演中の
小学1年生

兵庫県
伊丹市

姫路ひょこむ
のみなさん

関西（兵庫県）

兵庫県佐用町

（社）八百万人は住民ディレクターの全国ネットワーク組織

P.１５



①マスコミ評価：反響、これからの取材予定

西日本新聞
（２月５日朝刊）

読売新聞
（２月２４日夕刊）

女性自身
（４月８日号）

「官兵衛で國創り」５ヶ月間の効果 P.１６



RKB毎日放送
今日感テレビ
（3月25日放送）

FBS福岡放送
めんたいワイド
（3月26日放送）

FBS福岡放送
NEWS５ちゃん
（5月19日放送）

NHK福岡放送局
（8月4日放送）

P.１７



②他地域での放送、配信

熊本都市圏で15万人に放送中

JCNくまもと 「使えるTV」 （２月～）

③観光振興

「軍師官兵衛」福岡プロジェクト情報発信連携 （福岡県観光物産振興課）

福岡県広域地域振興課人材育成実施中
（朝倉広域観光協会）

④人材育成

P.１８



• 東峰テレビ局
〒838-1701
福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山166-１
電話・FAX ０９４６－２３－９１０７
メール tvstaff@vill.toho.fukuoka.jp

• とうほうTVホームページ http://www.tohotv.jp
• Facebook https://www.facebook.com/kanbekuroda

• 「官兵衛で國創り」放送日 毎週日曜 20:45～21:00
• 生中継 http://www.ustream.tv/channel/tohotv
• アーカイブ https://www.youtube.com/TohoTV11ch 

■問い合わせ先


