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開  会 

 

（司会（八幡）） 

大変長らくお待たせをいたしました。 

ただ今から「湯﨑英彦の地域の宝チャレンジ・トーク」を開催いたします。 

私は，広島県広報課の八幡と申します。 

本日は，チャレンジに向けて元気の出る楽しい会にしたいと思います。どうかよろしく

お願いをいたします。 

 

 

知事挨拶 
 

（司 会） 

それでははじめに，湯﨑英彦広島県知事が御挨拶を申し上げます。 

 

（知事（湯﨑）） 

皆様，こんにちは。今日は日曜日にもかかわらず，本当にたくさんの皆様にこの県政知

事懇談 チャレンジ・トークに御参加いただきまして，ありがとうございます。 

このチャレンジ・トークの開催に当たりましては，今回，特に安芸高田市に大変お世話

になりました。浜田市長を含めて，いろいろと御尽力をいただきまして，ありがとうござ

います。昨日，今日と，神楽で福島の皆さんを元気づけようということで，市長は福島に

行っていらっしゃるようです。我々のところにも報告が来ていまして，大変盛況で，すば

らしい会ができたということで，今まだやっている途中ですけれども，私も本当にうれし

く思っております。 

この県政知事懇談は，私が知事に就任をしてから毎年やっています。最初の年，平成 22

年５月にここ安芸高田市にお邪魔をさせていただきました。そのときには，10 人ぐらいの

市民の皆様に御参加をいただいて，地域の課題であるとか，こんなところがすばらしいと

いう発表をいただきました。 

昨年は少しスタイルを変え，県内地域を八つに分けまして，安芸高田市は北広島町と安

芸太田町と一緒に北広島町で懇談会をさせていただきました。そのときには，地域のチャ

レンジ，こんなことに挑戦していますという発表を安芸高田市からもしていただきました。 

今回は第３回目のラウンドになりますけれども，各市町にお伺いして，各地の挑戦をお

話しいただく会にしております。 

これまで進めてきたこの県政懇談会でのお話は，いろいろな形で県政に役立たせていた
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だいていると思います。いろいろなものの基礎にさせていただいています。 

今日，発表の皆様のお話を聞いていただけると，恐らく感じていただけると思いますが，

地域でそれぞれ前向きに取り組んでおられること，私の挑戦ということですけれども，そ

れぞれいろいろな挑戦があって，みんなが挑戦していけば地域が大きく変わっていくので

はないか。そういうことを感じていただければと思っております。 

それでは，これから約 70 分の会になりますけれども，最後までおつき合いいただければ

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（司 会） 

湯﨑知事，ありがとうございました。湯﨑知事，壇上のお席のほうにお移りください。 

 

 

事例発表者紹介 
 

（司 会） 

それでは，本日の事例発表者の皆様を御紹介いたします。発表者の皆様は壇上にお上が

りください。 

それでは御紹介をいたします。 

初めに，安芸高田市の結婚サポート事業で，結婚相談員・結婚コーディネーターとして

活躍をされている吉田修さんです。 

続いて，神楽をするために島根県からＩターンされ，伝統芸能の継承と発展に取り組ん

でおられる美土里町「桑田天使神楽団」の池田拓さんです。 

続いて，安芸高田市のＰＲを積極的に進める女子高校生２人組のご当地アイドル「ＫＯ

Ｄ」の山本杏奈さんと土井春穂さんです。 

吉田町の市入祭で壇尻子供歌舞伎を演じられた吉田中学校の井上莉緒さん，杉岡詩菜さ

ん，森行千聖さんと，西山勇人さんです。 

どうもありがとうございました。事例発表者の皆様はお席にお座りください。 

ここからは湯﨑知事にコーディネーターをお願いしたいと思います。それでは，湯﨑知

事，どうぞよろしくお願いをいたします。
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事例発表 

 

（知 事） 

ありがとうございます。今，御紹介を申し上げました４組の皆様に，これから順次発表

をいただきたいと思います。４組の皆さんは，それぞれ地域，職場，あるいは学校で積極

的に活動をして，挑戦を続けていらっしゃる方々です。 

最初は，安芸高田市結婚相談員の吉田修さんにお願いしたいと思います。こういう御紹

介がいいのか，よく分からないのですけれども，また後で自己紹介も含めてお願いできれ

ばと思います。 

改めまして，吉田さんは，安芸高田市が人口減少に歯止めをかけるために始めた結婚サ

ポート事業で，結婚相談員・結婚コーディネーターとして活躍し，成果を上げていらっしゃ

います。個々のお見合いの段取りだけでなく，婚活イベントの開催など，常に新しい取組

についても模索され，試みられていらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「しあわせをつかもう」です。それでは，吉田さん，よろしくお

願いします。 

 

（事例発表者（吉田）） 

皆さん，こんにちは。ただ今，紹介をいただきました吉田修でございます。「しあわせを

つかもう」ということで，10 分間という限られた時間でございますので，とりまとめて発

表させていただきます。 

甲田町は合併をして８年になりますが，この安芸高田市の人口の動向，人口の変遷，子

ども，若い人，老人という推移をちょっと話させていただきまして，今，取り組んでおり

ますサポート事業について説明をさせていただきたいと思います。 

御案内のように６町が合併したのが平成 16 年でございまして，その当時は，人口は

34,280 人，３万 5,000 人に近いまちでございました。その後８年が経過いたしまして，本

年，平成 24 年４月１日現在では 31,149 人ということで，３万 1,000 人に減少しておりま

す。６町あるわけですけれども，年間 400 人近い方が亡くなっておられます。非常に高齢

化が進んでおり，平均高齢化比率が 35％ということでございます。高宮町では約 44％とい

うことで，コミュニティー活動ができなくなりつつある地域があるのが現状でございます。

４年後の４月の人口は３万人を割るのではないかと危惧しているところでございます。 

人口減の原因はいろいろありますが，今，私たちができることは何かと考えてみますと，

昔はおせっかいおばあさん，おせっかいおじいさんということで仲人さんがおられたわけ

ですけれども，今は社会状況が変化いたしまして，そういうおばさん，おじさんがいなく

なりました。若者の出会いの場が非常に少ない状況になっています。 

御案内のように浜田市長が誕生いたしまして，市民の声をしっかり聞かせていただき，
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是非とも若者の結婚の支援をしてくれという市民の声を政策といたしまして，平成 21 年５

月１日にこの縁結び事業が誕生したわけでございます。 

それ以来，コーディネーター，専任の仲人さんの応募をいたしましたところ，市内外，

近隣の広島市の方もおられますけれども，24 名の方が応募されて，活動いたしました。ちょ

うど３年になりますけれども，現在のコーディネーターの数は 18 名です。18 名の方が日

夜ボランティア活動をしているところでございます。 

このコーディネーターの活動ということですが，毎月１回，定例会議を持ちまして，カッ

プリング交流のイベント協議とか，個々の市民の皆さんからお話があります，結婚相談の

カードと申しますが，こういうカードを預かりまして，お見合いの場の設定を月に１回し

ているところです。月に１回ではなかなか情報が交換できないので，各個人のコーディネー

ターさんが夜に喫茶店とか自宅で相方のコーディネーターさんと話をして，お見合いの設

定をしているということです。どうしてもお見合いの設定は土曜日か日曜日，祭日という

ことで休みの日に行いますので，コーディネーターの皆さんは仕事を持っておられる方ば

かりでございますけれども，非常に御苦労が多いと思っているところでございます。 

そういう状況でございまして，ちょうど４月１日で３年になるわけでございますけれど

も，おかげでこのカードの登録者が男性 136 名，女性 68 名，合計 204 名の方がコーディネー

ターさんに登録をして，結婚相談をされているところでございます。それ以外に，年に３

～４回，バスツアーとか，いろいろなイベントを行いますので，カードに挙がっていない

方もイベントに参加されております。計算しますと，年間延べ 350 名から 400 名近い方が

私たちのイベント，また見合いの場の設定に参加されている現状でございます。 

コーディネーターさんは，交通費とか，会食費とか，すべてボランティアでやっていた

だいております。本当に心苦しいことでございますけれども，１組成婚されますと，１人

でお世話をさせていただければ 30 万円の報酬があるということですけれども，御案内のよ

うに，なかなかその成果が上がりませんので，実費は持ち出しの現状でございます。 

おかげで，この事業で 10 組の方が成立いたしました。９組が成立して，この安芸高田市

に定住するということが条件でございますので，住民登録された方が今のところ９組。あ

と１組が９月に結婚されるということで，実質には 10 組が成立したところでございます。

その 10 組のうちの３組の方は子どもさんが生まれまして，１組は娘さん，１組は男の子，

もう１組は妊娠中ということで，おめでたい話が起きております。今日は第４回目のイベ

ントで知り合いました２人が，第１号でございまして，その方が是非ともイクメンの湯﨑

知事に要望も言いたいということで，今日は子どもを連れて来ております。後から紹介し

たいと思います。 

今後の課題でございますけれども，今，申しましたようにコーディネーターさんは 18

名います。このコーディネーターの募集は年中しております。今日おいでの皆さん方も，

是非ともコーディネーター，仲人，おせっかいじいさん，ばあさんになって，隣のお子さ
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ん，娘さんにいい縁をお世話しようという思いのある方は，市民生活課というところに用

紙がございますので，応募していただきたいと思います。 

一番心を配る，心配するところは，個人情報の取扱いでございまして，今，非常に情報

が氾濫しております。特に個人情報の漏えいということになれば，大きな問題になりかね

ないので，この個人情報の取扱いについては非常に心配をしているところです。 

それと，もう一つの課題は，やはり魅力ある男性の育成をしなければいけないと思って

おります。イベントなどお見合いをして，何度出会いの場を提供しても，結婚できない男

性，女性がいます。自分自身の自信喪失ということで，社会的な復帰が非常に難しい状況

になることも多々あろうかと思います。我々が善意でしていることが正反対に行くことも

あるのではないかということで，非常に危惧しているところです。このコーディネーター

の勉強会，研修会も開いていかなければいけないと思いますし，結婚できない男性，女性

の講演会，勉強会をこれからも開いていかなければいけないと思っているところでござい

ます。 

その講演会，勉強会に積極的に参加した３名は，積極的な行動をいたしまして，結婚い

たしました。10 組のうちの３名はこの講演会の勉強に来た方です。自分の人生設計といい

ますか，命を与えられた自分の人生をどういうふうに生きるかというところから勉強いた

しまして，男性，女性との接し方等々，そういうものを勉強いたしますと，おのずから意

識改革をいたしまして，積極的に行動ができると思っております。是非こういう講演会を

して，多くの皆さんに参加していただいて，積極的な活動をもって幸せになっていただき

たいと思っているところです。 

それと，市内に在住いたしますと特典がございます。住宅の土地の購入費が，今，向原

町でも造成をしておりますけれども，100 万円の土地購入費，家を建てれば建設費として

50 万円の補助金が出るということで，非常に恩典があります。 

これも重要ですけれども，今日は知事さんがおいでになりますので，今後の子育ての支

援策をお願いしたい。大変お金がかかることもあろうかと思います。国でやらなければい

けないことだと思いますけれども，広島県で，子育ての支援策を十分にしていただきたい

と思っております。こども園とかいろいろありますけれども，働く女性も増えております

ので，是非ともこういう対策を練っていただきたいと思っているところです。 

昨日ですか，テレビを見ておりましたら，結婚の適齢期はないと最近は言っているよう

です。この場で言っていいのかどうか分かりませんが，結婚をして，子どもを産む女性の

体内，卵子が老化を早くするということで，30 歳前後では老化すると。35 歳から結婚する

と，子どもができにくくなる状況もありますので，家族をつくろうと思えば，いろいろな

ことがあろうかと思いますが，人生設計で若いうちに結婚して，子ども，家庭を築いて生

活をしていただきたいと思っているところです。 

知事さんはイクメンということで非常に活躍されておりますので，そこらあたりのお話
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もちょっと聞かせていただきたいと思っております。 

最後になりますけれども，私の願いは，人口増，結婚をしていただく場の提供もさるこ

とながら，一番の思いは，自分の人生，尊い命，一生のうちにどういう生き方をするかと

いうことで，幸せな人生を送っていただきたい。その幸せな人生の過程として結婚がある

のではないか。結婚して，子どもができて，家族というもので喜び，悲しみ，苦しみ等を

共に分かち合える。そういう家庭を築き，分かち合える人間が近くにいるということが一

番幸せではないかと思います。今は老齢化で，１人で家庭におられるお年寄りもおられま

すし，病院に行けば，多くの方がベッドに寝ておられます。そういう方を看病される方は，

近くにいる家族，家庭ではないかと思います。是非とも若い人に結婚して，子どもをもう

けて，大げさなことでございますけれども命をかけるだけの絆，そういう人間が近くにい

る。命をかける家庭がある。そういう人生を送っていただきたい。そのためには，住んで

よかった，住んでみたい安芸高田市になればということで，四捨五入しますと 70 歳になり

ますけれども，老骨にむちを打って，微力ながらお役に立つことはないかということで日

夜コーディネーターさんと頑張っております。どうもつたない口調で，御清聴ありがとう

ございました。 

 

（知 事） 

吉田さん，どうもありがとうございました。今，年間のイベントで 300 人から 400 人御

参加をされるということで，ちょうど安芸高田市の人口が今３万 1,000 人ぐらいというこ

とですから，安芸高田の全人口の１％以上の方が参加をされているというのは相当なこと

だと思います。広島市でいえば約 120 万人いますから，年間１万 2,000 人ぐらい参加する

イベントになっているということで，吉田さんをはじめとするコーディネーターの皆様の

活動力がいかに浸透しているか，その数字にあらわれていると思います。実際にこれまで

３年間で 10 組の方が御結婚されたということで，すごい成果ではないかと思います。 

人口減少もいろいろ言われています。特に中山間地域であるとか，あるいは過疎地域で

人口が減っていく。また，なかなか若い人が結婚しないということはありますけれども，

そう言っているだけではなくて，実際に吉田さんのように無理矢理でもくっつけてしまう。

おせっかいと言われてもいいから，くっつけてしまうということをやられることも大事な

ことではないかと思います。それを通じて，実際に定着が増えているというのは本当にす

ばらしいことだと思います。 

ちなみに一つだけ，私の妻は，一番下の子が生まれたのが１年半前ですけれども，43 歳

で産みましたから，まだ大丈夫です。早いほうがいいですけれども，遅くても大丈夫です

から，気にせずに結婚してくださいということで，よろしくお願いしたいと思います。 

それでは，改めて吉田さんに大きな拍手をお願いしたいと思います。 
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（事例発表者（吉田）） 

今日のこのトークで県知事さんに一目会いたいということで，無理を言いましてお越し

いただきました。イベントのカップルになりました２名を紹介させていただきます。奥さ

まは，広島市可部からお嫁さんに来られました。４月に生まれたばかりで，まだ首はすわ

りませんけれども、かわいい盛りです。 

 

（知 事） 

お名前は。 

 

（ハマノ） 

ハマノです。 

 

（知 事） 

おめでとうございます。かわいい赤ちゃんです。これが具体的な成果です。吉田さん，

すばらしいじゃないですか。 

この結婚コーディネーターのお世話になって，よかったですか。 

 

（ハマノ） 

はい。よかったんですよね。これがなかったら，会う機会が少ないですから，コーディ

ネーターの皆さんに言ったら，県内，県外からいろいろお話を持ってきていただけるので，

自分１人でするより，探すという点ではかなり違います。 

 

（知 事） 

奥さまは可部にもともといらっしゃって，このコーディネーターに登録をされたのです

か。 

 

（ハマノ） 

していないのですけれども，イベントに参加をしました。 

 

（知 事） 

安芸高田に来られて，どうですか。 

 

（ハマノ） 

すごくいいところです。 
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（知 事） 

それ以外に言いようがないですよね。でも，こうやって広島市から安芸高田市に１人連

れて来られたのですから，すばらしいですね。これからも３人，ひょっとするともっともっ

と増えるかもしれませんけれども，是非お幸せに。皆さんも応援してあげてください。 

 

（吉 田） 

ありがとうございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。見るだけで幸せを感じますね。ありがとうございます。 

 

続きまして，美土里町「桑田天使神楽団」の池田拓さんにお願いしたいと思います。 

池田さんは，神楽に魅せられて，安芸高田市で神楽をするために，島根県から I ターン

をされたということで，今，週３日の練習で伝統芸能の継承と発展に取り組んでいらっしゃ

います。 

発表のテーマは，「美土里神楽に恋して」です。それでは，池田さん，よろしくお願いい

たします。 

 

（事例発表者（池田）） 

こんにちは。御紹介にあずかりました美土里町桑田天使神楽団に所属させていただいて

います池田といいます。 

すごく緊張しています。舞台慣れをしていると思われるのですが，自分１人で注目を浴

びることはなかなかなくて，このお話をいただいたのも，ぎりぎりと言わなくても結構唐

突に言われたので，何を言えばいいのかという感じですが，自己紹介と神楽歴からお話し

させていただきたいと思います。 

私は，島根県匹見町と言いまして，現在合併しました益田市の出身です。匹見町という

ところは，過疎という言葉が生まれたぐらい人口が少ないまちですが，そこで生まれ育ち

まして，現在 25 歳です。現在，地元の老人福祉施設にて介護職員として勤務していますが，

すみません，私はまだ定住していません。来月７月から安芸高田市甲田のほうに住む予定

です。 

神楽との出会いは，益田市は島根県西部地方になります。西部地方のことを石見地方と

言いまして，伝統芸能の石見神楽が広島の芸北地方に負けず劣らず盛んです。小さいころ

から神楽が好きで見て育ちましたので，音を聞いたら，血が騒ぐじゃないですけれども，

神楽が好きで，よく見に行っている子どもでした。小学４年生から地元の神楽社中に入団

させていただき，笛を吹き始めました。広島の神楽のようにきらびやかなものではなくて，
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当時自分がしていた神楽は素朴な感じでした。こんなものだと思ってしていたのですが，

小学４年生の秋ごろに地元の競演大会がありまして，そこで初めて広島の神楽を拝見しま

した。神楽には新舞，旧舞があると思うのですが，新舞はドライアイスが出たり，お面が

かわったり，動きが速かったり，すごくカルチャーショックで，最初はイリュージョンを

見ている感じでした。ドライアイスは出てくるわ，面は変わるわ，雲は落ちてくるわ，自

分はすごく感動して，こんな世界があるんだと，石見神楽をしつつ広島神楽に心をつかま

れた感じになりました。 

その時期とちょうどかぶると思うのですが，美土里町にまちおこしということで神楽門

前湯治村という施設があると聞き，母親にお小遣いは１ヵ月分我慢しますので，どうぞ連

れていってくださいとお願いして，連れて行ってもらいました。そこで初めて生で美土里

神楽を見たときに，すごいと。まちぐるみで神楽をしているのはそうそうないし，こんな

のが定期的に見られるなんて，なんて夢のようなまちだろうと。そこで，美土里町の存在

と広島神楽を脳に焼き付けて，のめりこみました。 

平日は島根の神楽をしつつ，裏では夜な夜な神楽のビデオを借りてきて，広島の笛を練

習するという訳の分からない生活をしまして，なぜか石見神楽の笛よりも広島神楽のほう

がうまくなってしまったと思われるのですが，そういう小学生時代を過ごしました。 

思いはあったのですが，車の運転もできないですし，子どもですから，神楽に入りたい

と言っても通えなかったので，高校２年生からバス通学が認められていたので，念願かなっ

て美土里町の神楽団に，今の桑田天使さんとは違う神楽団なのですが，そちらの神楽団に

入団許可が下りました。高校２年生から３年間，バスを４時間近く乗り継いで通っており

ました。高校が終わってすぐに浜田行きのバスに乗り，４時間近くかけて通っておりまし

た。 

諸事情によりまして，その神楽団は３年後に退団したのですが，その後も広島，島根を

問わず各地の神楽団を転々としまして，笛の手伝いで神楽をさせていただいていたのです

が，私のほうが途中で過呼吸症候群になってしまいまして，神楽の本番中に笛を吹いてい

たら，ばたっと倒れてしまって，立て続けに２回そういうことがあって，救急搬送されて

しまいました。笛で息がかかわってくることなので，医者から神楽を控えてくれ，やめて

くれと言われまして，涙を流しながら，神楽をやめなくてはいけないと，そこで神楽をや

める決意をして，泣きながら神楽の道具を燃やそうかどうか悩んだ時期もありました。そ

れが１年半ぐらい続きました。 

ちょっと病状が落ち着いてきて，これからお話しするのですが，昨年９月より，また美

土里町の桑田天使神楽団に入団させていただいて，神楽活動を再開させていただきました。 

桑田天使神楽団との出会いですが，ちょっと重い話で申し訳ないですが，神楽を本当に

やらないと決めていたのですが，病状のこととかもろもろございまして，昨年の東日本大

震災と，私の職場は介護ですので，どうしても利用者さんの死と直面することが多いのと，
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あと，神楽の友人が亡くなりまして，昨年１年，人が亡くなるとか，不幸が続きまして，

病状が落ち着いてきて神楽を再開したいと思って悶々としていたのですが，そういう出来

事があって，人間は明日どうなるか分からないというのを強く感じました。大震災の連日

のテレビを見ていても，一瞬のうちに津波が家とかまちをも流していく姿を見ながら，今

日は元気でも，明日は何があるか分からないとすごく思い，好きなことを今のうちにやっ

ておこうと思いました。で，好きなことは何だろうと考えたら，やっぱり神楽だったので

す。とりあえず捨てずに置いておいた，吹き続けていた笛だけはどうしても捨てられなく

て，やっぱり神楽の笛が吹きたいということで，知人が桑田天使のことを知っておりまし

て，紹介していただいて，入団させていただく経緯に至りました。 

I ターンしてまで美土里で神楽をしたいと思った理由なのですが，現在，島根から仕事

が終わってから２時間かけて美土里まで通っております。福祉の仕事なので，早出，日勤，

遅出，夜勤と４交代で不規則です。体力的にも団員さんに心配とか迷惑をかけますので，

神楽団にちょっとでも近いところに引っ越したいなということを練習帰りの団員さんをつ

かまえてぼそっと話したら，とんとん拍子に話が決まって，あらら，あらら，運命はこう

いうときに変わるのねという感じです。引っ越すなら今のうちという感じで，こちらに引っ

越して，神楽を本気でしたいという思いで，今回の安芸高田市の I ターンを決めました。 

ここからパワーポイントをお願いします。現在の桑田天使神楽団の神楽の取組を，パワー

ポイントの写真で紹介します。参考にして聞いてください。 

桑田天使神楽団は，美土里町の北西に位置する桑田集落を本拠地として活動しておりま

す。週３回の練習をこの桑田集落の中心にございます「桑田の庄」という施設で行ってお

ります。神楽団さんで，練習場がそのまま舞台になったり，この裏というか横に楽屋があ

るのですが，なかなかこういうすばらしい建物はないので，神楽をさせていただいて本当

にありがたいと思っております。 

これが楽屋です。面があったり，衣装が飾ってあったりします。 

嫌がる団員を捕獲しまして，無理矢理撮りました。メイク中です。広島神楽の特徴であ

ります歌舞伎っぽいメイクです。石見神楽は面をつけるのですが，広島の神楽は化粧をし

て，メイクをして神楽を行うのが特徴だと思います。 

この写真を撮った日は練習日だったのですが，たまたまテレビの撮影とかぶりまして，

神楽の練習風景を撮りたかったにもかかわらず，本番チックになってしまいました。地元

の子どもたちがいっぱいいます。こんな感じで本番さながらにやっております。勇壮な感

じで，衣装もきらびやかで，団員さんも元気です。 

端のほうで私が笛を吹いています。あまり見ないでください。今日は大太鼓の方も聞き

に来ておられますが，こういうふうに楽を奏でながら舞の物語を進めていくという感じで，

私は笛を吹いておりますので，神楽の基本というか，どうしても音から入ってしまうので

すが，美土里神楽は特に神楽の中でもレベルが高いと思います。特にこういう奏楽，太鼓
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とか笛とかのレベルはすごく高いと思っているところも，私が美土里神楽が大好きな魅力

の一つだと思います。 

似たような写真で申し訳ないですが，こういう感じで，練習なり，本番なりを行ってお

ります。テレビ局のカメラがなぜか映ってしまいました。すみません。 

これは私が使っている笛です。分かりますか。よく見ていただくと，表面がぼろぼろに

なっているのですが，これは学生時代から吹き込んでいる笛です。捨てようか悩んだ笛で

すが，大事に使っております。今後もずっと割れるまで吹こうと思っています。ありがと

うございます。 

自分は主に笛を担当させていただいているのですが，最近は舞のほうも，若いからやっ

てほしいと言われ，体育会系ではないのですが，ありがたくさせていただいています。 

主に，湯治村での１年を通した定期的な公演に加えまして，祭りやイベント，大会等で

桑田天使神楽団は活動しております。 

神楽を通して印象に残っているエピソードを是非話してほしいということでしたので，

お話しさせていただきます。当時，学生時代に湯治村で神楽をさせていただくことが何度

かありましたが，その神楽団をやめて６年近くたち，昨年９月に桑田天使神楽団に入らせ

ていただいたのですが，６年ぶりに湯治村の神楽ドームの舞台に立ったときは，緊張感よ

りも，戻ってきたといううれしさがすごく込み上げてきて，それがすごく印象に残ってい

るエピソードです。 

あと，神楽が好きな一つの理由なのですけれども，練習場に行ったり，本番の楽屋に行っ

て，扉を開けたら，そこに団員さんがだーっといるのですが，団員さんの顔を見たときに，

すごく安心するというか，ほっとするのです。ここが自分の居場所なんだと。それがすご

く自分はありがたいと。ここで神楽をさせていただいているということに本当に感謝です。 

将来の夢という項目を付けていただいたのですが，私は特に有名になりたいとは思って

いないのですが，笛であろうが，舞であろうが，裏方であろうが，神楽をどんな形であれ

続けていくことが，自分はよそ者だけど，桑田さんに受け入れてもらったということをあ

りがたく思っているので，自分が神楽を続けていくことが恩返しではないですけれども，

言葉が出てこないですが，つなげていく過程になってもらえればありがたいです。すごく

ありがたいと思いながら日々神楽をさせていただいております。すみません。すごく緊張

したら早口になってしまうので，気にしないでください。今日はこういう機会をいただい

て，すごくありがたい。声をかけていただいただけでもありがたいと思います。是非是非

何かの際には神楽を見に来てください。ありがとうございます。 

 

（知 事） 

池田さん，ありがとうございました。池田さんの今日のテーマは「美土里神楽に恋して」

なのですけれども，神楽にまさに恋されているし，神楽と結婚したという感じですね。 
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難なく島根から１人ゲットみたいな感じで来ていただいて，もともとは神楽をきっかけ

に来られているわけですけれども，池田さんの小学校のときの出会いから，高校で４時間

かけて通われたと。週３回でしたか。週１回でしたか。 

 

（池 田） 

はい。１回。 

 

（知 事） 

１回でも大変ですね。ある意味でいうと，御自分の夢を実現するため，その夢を追いか

けるために，高校生がなかなか４時間かけて行こうとは思わないですし，そもそもお小遣

いを１ヵ月我慢するから，湯治村に連れていってくれというのもすごいですね。池田さん

は，ぱっと見ると，普通の青年に見えると思うのですけれども，その一歩踏み出す行動力

が，こうやって自分の神楽の腕も上達されていると思いますし，実際夢の実現に近づいて

いる。それがまた安芸高田の伝統を守ることにつながっているということで，本当にすば

らしいと思います。そんな池田さんなので，近くに住みたいと言ったら，きっと団員の全

員が協力して仕事もすぐに見つけてくれたのだと思います。 

仕事を見つけていただいたということですよね。 

 

（池 田） 

うちの神楽団には，市役所にお勤めの方と農協職員の方が多くて，農協職員の方は甘く

見ちゃいけないと思いました。顔がすごく広いです。ありがたいです。 

 

（知 事） 

とんとん拍子に決まったというのは，池田さんの熱意に感化されて，安芸高田の皆さん

が今度は島根の人である池田さんを受け入れると同時に，受け入れるだけではなくて，そ

うやって一生懸命汗をかく。そういうポジティブな相互作用が起きたのではないかと思い

ます。こうやって自分のやりたいことを，ただやりたいな，いいなと思うだけではなくて，

本当に実行する。その力はすばらしいものがあると改めて感じさせていただきました。 

それでは，池田さんに改めて大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。 

 

続きまして，ご当地アイドル「ＫＯＤ」のお二人，山本杏奈さんと土井春穂さんにお願

いしたいと思います。山本さんと土井さんは，市内外のイベントに出演されて，安芸高田

市のＰＲを積極的に行うとともに，出会いを大切にして，たくさんの笑顔を届けられるよ

うに頑張っていらっしゃいます。ＡＫＢ48 の曲に合わせて独自にアレンジした振り付けを

披露されて，地域アイドルとして出演回数は 20 回を超えるということです。ひょっとした
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らご存じの方も多いのではないかと思います。 

発表のテーマは，「ここからつなげる広島の笑顔」です。それでは，山本さん，土井さん，

よろしくお願いします。 

 

（事例発表者（土井）） 

こんにちは。私たちは安芸高田市にある甲田町から生まれたユニットＫＯＤです。よろ

しくお願いします。 

それでは，まず私たちの紹介からさせていただこうと思います。私たちは，もともと安

芸高田市にある甲田中学校の同級生で，３年生のとき，文化祭に出るために甲田町の略か

らＫＯＤ48 というグループをつくりました。そのときは，もちろん文化祭に出るだけだっ

たため，１ヵ月の練習，そして本番だけで終わりました。 

しかし，それぞれが高校に入学した去年の春，またやりたいという思いが集まり，ＫＯ

Ｄを改めて結成することになり，去年の夏，新しいＫＯＤが初ステージを果たしました。 

そんなきっかけで始まったＫＯＤが，今ではたくさんのステージ，新聞，ラジオ，テレ

ビなどに出演させていただくようになりました。 

でも，その出演はそこに出会いがあったからかなったものでした。初ステージから皆さ

んのおかげで月に１回はステージに立たせていただけるようになりました。それでも私た

ちは甲田町でしかステージに立ったことがなく，甲田町以外でステージに立ってみたい。

いつかは広島市のステージに立ってみたいという思いがありました。そう思っていたとき

に，広島市のステージの主催者の方から声をかけていただきました。それはＫＯＤのステー

ジの動画を見て，いいと思ったということで生まれたものでした。そのことがまたとても

うれしくて，ここでやっていても見てくださっている方はいるということで，ここからで

もつながれるものがあるということに驚き，とても幸せに感じました。 

そして，その広島市のステージに立ってから，たくさんのステージに声をかけていただ

くようになり，テレビやラジオにも出演させていただくことができ，本当にたくさんの方

に出会うことができました。あのときの出会いが今の私たちに大きな影響を与えてくれ，

今の私たちをつくってくれました。 

 

（山 本） 

広島市に出ると，ＫＯＤの略ともなっている甲田を知らない方はたくさんいらっしゃり，

そのことから知っていただきたい。私たちのことだけでなく，もっと甲田のいいところを

知っていただいて，好きになっていただきたいと思うようになりました。最初は甲田を知

らないと言っていた方々も，次に会ったときには，「あ，甲田じゃ」と私たちを見て言って

くださるようになって，今ではたくさんの方に甲田というまちを知っていただくことがで

きました。 
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そして，中には実際に甲田に来てくださるようになった方もいらっしゃり，本当にうれ

しくて，私たちの言葉，私たちのステージで，名前も知らなかったその「甲田」をたくさ

んの方に知っていただけるようになったことに驚き，私たちに何かができるということが

とてもうれしく，そうはっきりＰＲしたいと思えるこの安芸高田市がとても誇りに思えま

した。 

そして，そんな活動を通して私たちが感じたことは，つながりを持てることの幸せさ，

笑顔でつながれるものがあるということでした。 

私たちは今，何ができているかと考えることがときどきあります。だけど，それでもファ

ンの方とファンの方がつながっている姿を見ると，とてもうれしくなります。初めてステー

ジを見てくださった方が，また次のステージを見に来てくださっている姿を見たら，さら

にうれしくなって，また頑張ろうと思うことができます。 

ＫＯＤを通して出会えた人と人が，また出会える場所であることがとても幸せです。 

私たちには何もできないかもしれないですけれども，ステージや皆さんとの触れ合いの

中で，たくさんの笑顔をつなげることができます。そうやって笑顔のキャッチボールをす

ることで，そのステージはたくさんの笑顔があふれた場所になります。そんな場所を私た

ちはつくれたらいいなと思いますし，実際に，そうやってステージで皆さんと笑顔のキャッ

チボールをすることができて，本当に幸せです。 

そして，私たちはこの先，安芸高田市の全部のまちでステージに立つ。そして，広島県

のまだ出演経験のない市や町で少しでも多くのステージに立ちたいという目標がありま

す。それはもちろん安芸高田市のＰＲをし続けたい，安芸高田市のいいところをたくさん

の方につなげていきたいという思いから生まれるものもあります。しかし，一番は，この

活動を通して気づくことができた笑顔のキャッチボールを少しでもたくさんの方としてい

きたいという思いからこの目標があります。 

まだ出演したことのない場所には，まだたくさんの出会いが待っています。その出会い

を少しでも増やし，少しでもつながりを増やせていけたらと思うし，私たちにできること

を全力でやりきり，この先も安芸高田市のＰＲ，そしてここ安芸高田市から広島にたくさ

んの笑顔をつなげていきたいと思います。 

少し宣伝になるのですけれども，車のトヨタさんが今年の５月から始めたプロジェクト

がありまして，「コレカラプロジェクト」という，地元から日本を盛り上げていこうという

プロジェクトで，全国で行われています。そして，広島では piece for peace HIROSHIMA

ということで，一文字を書いて，みんなでいろいろな思いを集めようというプロジェクト

です。ＫＯＤはそのプロジェクトに「コレカラパーソンズ」ということでかかわらせてい

ただいて，先日もテレビやＣＭに出させていただきました。そのプロジェクトは全国で行

われているということで，インターネットで各地の活動の配信動画がありまして，その動

画の下に「いいね！」というボタンがありまして，そちらをクリックすると，その回数も
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併せていき，全国でランキングがあり，そのランキングを上げることができます。広島県

は，今，全国で６位という順位をいただいています。でも，まだまだたくさんの方に「い

いね！」を押していただいて，一緒に広島を盛り上げていきたいと思いますので，是非是

非よろしくお願いします。 

今日は，いつもやっている踊りを１曲披露させていただきたいと思います。ここでもた

くさんの方と笑顔をつなげていきたいと思いますので，是非是非楽しんでください。よろ

しくお願いします。 

【振り付け披露】 

（知 事） 

ありがとうございました。神楽とはまた違う裏の練習がありそうな感じで，池田さんが

目をぱちくりさせてごらんになっていましたけれども，本当にありがとうございました。 

出会いがあるというところで，出会いというのはご縁ですね。ご縁を大切にしていって，

だんだんとこの活動の幅が広がっていったということではないかと思います。 

今，お話をしていただいた中で，私たちにも何かができるという言葉があったと思いま

す。スタートは中学校の文化祭のステージですから，普通の女の子のやる，ごく普通のイ

ベント。そこでとどまらせないで，もう一回やってみようと。しかも，ご縁を大切にして

いったら，ご縁がご縁を呼んでいくということで，今のお二人，山本さんと土井さんの活

動につながっているのではないかと思います。 

全国で今６位だそうですから，安芸高田市の皆さん３万人「いいね！」を押したら必ず

１位になると思います。是非皆さんも押していただければと思います。何で検索すればい

いのですか。 

 

（山 本） 

インターネットで，「コレカラプロジェクト」と打っていただいたら，一番上に出るので，

「広島県」というのをクリックしていただいたら，すぐ見れると思います。よろしくお願

いします。 

 

（知 事） 

「コレカラプロジェクト」です。覚えやすいので，よろしくお願いします。 

 

（山 本） 

よろしくお願いします。 

 

（知 事） 

これからも頑張っていただきたいと思います。改めて大きな拍手をお願いいたします。
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ありがとうございました。 

 

それでは，最後の事例発表になります。安芸高田市立吉田中学校２年生の井上莉緒さん，

杉岡詩菜さん，森行千聖さん，そして西山勇人さんです。 

皆さんは５月５日に毎年行われます吉田清（すが）神社の市入祭で 300 年余りの伝統を

誇る壇尻子供歌舞伎を今年演じられたということです。 

お化粧と衣装で着飾った姿で「見得」を決めるたびに拍手と歓声が沸き上がったという

ことです。 

今日の発表のテーマは，「挑戦！夢をさがして～伝統芸能に挑む～」です。それでは，井

上さん，杉岡さん，森行さん，西山さん，よろしくお願いします。 

 

（事例発表者（井上）） 

私の住んでいる安芸高田市吉田町は，いろいろな伝統があり，温かい人たちがたくさん

いるよいまちです。吉田町では，毎年５月５日に市入祭が行われ，約 340 年前から始まっ

たとされる壇尻子供歌舞伎が町内を回ります。毎年吉田中学校の２年生が歌舞伎を演じま

す。私は，今年行われた市入祭で，子供歌舞伎に挑戦することができました。この子供歌

舞伎は，昨年の秋に，ＮＨＫの「鶴瓶の家族に乾杯」という番組で安芸高田市が特集され

た際に注目されました。私が子供歌舞伎に挑戦したいと思った理由は，演劇に興味があっ

たからです。演劇が好きになったのは，小学校６年生の学習発表会でした。私の出身校で

ある吉田小学校では，毎年６年生が毛利元就のお話「百万一心」劇を演じます。これも長

くから続いている伝統です。私は，「百万一心」劇で奉行役を演じました。そのとき，普段

評価の厳しい母が，私を褒めてくれました。私はそれがうれしくて，自信がつき，何かやっ

てみたいと思っていました。 

歌舞伎は岡山県の奈義町から横仙歌舞伎をやっておられる高森師匠に指導していただき

ました。けいこは１ヵ月もなかったほど短い期間でしたが，学ぶことがたくさんありまし

た。練習を積み重ねるにつれ，演技の上達を自分で感じることができ，まだまだ上手にな

りたいという気持ちが生まれ，やる気につながりました。それと同時に感じることがあり

ました。それは，自分たちが吉田町の伝統を受け継ぐのだという思いです。私は，はじめ

自分のために歌舞伎に挑戦したいと思っていました。それが，だんだんと地域のため，仲

間のためにという思いに変わっていきました。毎日差し入れを持ってきてくださったり，

「頑張ってね」などとたくさんの声をかけてもらうにつれ，成功させたい，吉田町を盛り

上げたいと強く思うようになっていきました。当日も地域の方から様々な声をいただきま

した。「よかったよ」「感動したよ」「あんた，うまいのう」といった声でした。１回１回の

公演を終えるごとに，たくさんの声援や拍手をいただきました。私は，これまでにそのよ

うな経験をしたことがなかったので，うれしかったし，達成感を感じました。 

- 16 - 



市入祭が終わった夜，今の熱い思いを忘れたくない，残しておきたいと思い，師匠に手

紙を書きました。でも，その手紙は師匠には出さず，自分で大切に持っています。 

ここで実際に少しだけ歌舞伎を見てください。 

【歌舞伎実演】 

（井 上） 

ありがとうございました。 

私は，この経験を通して三つのことを学びました。 

一つ目は，一生懸命になることの大切さです。私は，あれほど夢中になったのは久しぶ

りでした。だから，練習が楽しくて，楽しくてたまりませんでした。 

二つ目は，仲間のすばらしさです。私は，これを改めて感じました。これまで一緒に努

力してきたり，心の内で競い合ったりと，お互いを高め合うことができました。 

三つ目は，経験をさせてもらえることへの感謝の気持ちです。たくさんの人の支えがあっ

て，今の自分があります。 

私はもう一つ新しい挑戦をします。今年の夏休みにニュージーランドでホームステイを

体験します。この事業に参加したいと思った理由は，将来英語を話せるようになり，自分

の言葉で外国の人に気持ちを伝えることができるようになりたいと思ったからです。今回

のホームステイだけで英語が話せるようになるわけではありませんが，言葉だけでなく，

心で感じ合えるということを体験したり，世界と交流がしたいと思いました。 

私がニュージーランドでやりたいことは，日本の文化や安芸高田市の伝統などを世界へ

発信することです。子供歌舞伎で学んだことを生かして，現地で歌舞伎が披露できたらお

もしろいと思います。行く前の事前学習で英会話を学習できるのも楽しみです。早く外国

語に触れてみたいです。 

私はいろいろなことに挑戦してみたいです。そう思うのは，きっと自分の夢を探してい

る途中だからだと思います。たくさんやってみたいことがあるし，いろいろなことに興味

があります。だから，自分が本当にやってみたいことがよく分からず，焦りから不安になっ

てしまいます。夢がこんなにころころと変わっていいのか，テレビドラマを見て，格好い

いと思ったから，そんな理由でいいのか，などといろいろ考えますが，結局よく分からな

くなります。今，いろいろなことを経験しながら，自分探しをしているのだと思います。

自分の環境や，その環境を支えてくださっている人への感謝の気持ちを忘れず，確かな夢

を見つけ，夢を実現させるために，今できる挑戦を続けていきたいと思います。ありがと

うございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。皆さん，どうですか。安芸高田の将来は明るそうですね。一

生懸命になるということは本当に気持ちいいですね。なんとなく，大人になると忘れてし
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まっているところもあるのですけれども，中学生の皆さんが一生懸命練習して，ほんの１

カ月でこれだけできるようになって，写真を見ると，その雰囲気も出ていますし，これを

やってみて感じたのが，最初は自分のためと思っていたけれども，吉田町のため，安芸高

田のためと，それを感じることができる心はすばらしいです。それを地域の皆さんが育て

ているのではないかと私は逆に感じた次第です。 

これからもいろいろなことをやって，まだまだ人生は長いですから，時間もいっぱいあ

るし，是非考えるだけではなくて，そうやってトライする。実際にやってみることが池田

さんとか，山本さん，土井さんのような，次の夢につながると思います。今日は吉田さん

が大ベテランで唯一１人御参加いただいているのですけれども，吉田さんもそうやってい

ろいろなことをやってこられたと思います。今は甲田町議会の議長もやられて，地域にも

貢献されていると思います。実際にやっていくことが，だんだんと夢の実現，そして，地

域を変えていく力になっていくということだと思います。本当にありがとうございました。

もう一度大きな拍手をお願いします。 

 

（司 会） 

ありがとうございました。以上で予定された事例発表は終了となります。 

 

 

閉  会 
 

（司 会） 

それでは，ここで湯﨑知事に本日のまとめをお願いいたします。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。今，半分まとめのようなことを申しましたけれども，一つ一

つのこと，例えば今の壇尻にしても，これは毎年地域でやっていることだから，あるいは，

神楽にしても，これも地域でやっていることだからそれにただ参加するということではな

くて，もっと大きな，自分なりの問題意識を持ったり，あるいは縁を大切にしたり，そう

いう一つ一つの積み重ねが，日常の中にあることのように見えても，それにどう取り組む

かで本当に大きく変わっていく。世の中が変わっていくということではないかと思いまし

た。こういった少しずつのことを少しずつよくしていく。あるいは，力を入れて取り組ん

でいく。それが積み重なると，本当に大きな力になっていくと思います。 

広島県では 10 年後の未来を描いた「ひろしま未来チャレンジビジョン」という計画があ

るのですが，ここでも，主役は県民の皆様お一人おひとりですという大きなテーマがござ

います。これは，まさに今，発表いただいた皆さんのように，一人一人が，自分が取り組
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んでいることに力を入れることによって，我々の未来は大きく変わっていく。本当にその

未来を変えていく力は，行政の我々ではなくて，皆さん一人一人にあるということではな

いかと思います。是非今日のこの発表を聞いていただきました皆様方も，それぞれの地域，

あるいは職場でできる挑戦を少しでも進めていただけたらすばらしいと思います。 

今日は，少し時間を超過してしまいまして大変申し訳ございませんでした。長い間，お

つき合いいただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。 

 

（司 会） 

ありがとうございました。以上をもちまして，「湯﨑英彦の地域の宝チャレンジ・トーク」

を閉会いたします。御来場いただきました皆様，本当にありがとうございました。 

なお，御来場時にお渡しいたしましたアンケートと地域の宝ネットワークの申込書を出

口で回収いたしますので，よろしくお願いいたします。 

また，地域の宝ネットワークでは，フェイスブックによる情報の交流を行っております

ので，是非御参加ください。 

さらに，広島県では県のキャラクターの総選挙を行っております。１位になったキャラ

クターは，「おしい！広島県」の委員に就任するとともに，県内外での様々なＰＲをするこ

ととなっております。投票は明日６月 25 日の 13 時までです。是非お気に入りのキャラク

ターへの投票をお願いいたします。 

本日は御参加をいただきまして誠にありがとうございました。どうかお気をつけてお帰

りください。 


