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開  会 

 （司会（槙埜））  皆さん，こんにちは。大変長らくお待たせいたしました。 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，広島県広報課の槙埜と申します。 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いたします。（拍手）   
知事挨拶 

 （司 会）  それでははじめに，湯﨑英彦広島県知事がご挨拶を申し上げます。  （知事（湯﨑）） 皆様，こんにちは。（「こんにちは」の声あり）本日は日曜日にもかかわらず，本当にたくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。 この県政知事懇談会は，私が就任してからずっと続けていまして，今，３巡目に入っています。１巡目は県内各 23 市町それぞれ回らせていただき，熊野町には平成 22 年 10 月にお邪魔させていただきました。２回目は，熊野町の場合は広島市と一緒に開催させていただきました。３巡目に，もう一度 23市町それぞれ回らせていただいているところですけれども，これまでに合計 400 名を超える方々のご意見を発表していただいて，5,000 人を超える皆さんに参加をいただいており，本当にいい会に育ってきたと思っております。 いただいたご意見も，私は味噌樽というふうに言っているのですけれども，一つ一ついろいろなご意見があって，こっちの意見もあっちの意見もあったりするのですけれども，それを一つの樽に入れて，県政の基本にさせていただいているところで，おいしいお味噌もできつつあると思っています。 今回の会は，それぞれの市や町でいろいろなことに挑戦をしていただいている町民，市民の皆さんのお話を伺うというスタイルでやっております。これが，終わったら皆さんもお分かりいただけると思うのですけれども，非常に元気が出るお話がたくさんあって，いろいろなことにいっぱい挑戦して，新しい力を生んでいる方々がいらっしゃるんだなと。今日も，そのお話が聞けるのを楽しみにしております。これから 70 分ほどになりますけれども，おつき合いをよろしくお願い申し上げます。 今日のこの開催に当たりましては，三村町長をはじめとして，熊野町役場の皆様方にも大



 - 2 -

変お世話になっています。この場をおかりしてお礼を申し上げたいと思います。 それでは，早速になりますが，どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 
 （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さんをご紹介いたします。発表者の皆さんは檀上にお上がりください。それではご紹介してまいります。 まず，百年以上続く筆づくりの伝統を引き継ぎながら，時代に合わせたよりよい筆づくりの進化を目指して挑戦されている實森誠実堂の實森将城さんです。（拍手） 熊野町のスポーツ振興に努めるとともに，スポーツを通じた地域コミュニティーの活性化に取り組まれているＮＰＯ法人熊野健康スポーツ振興会職員の大歳千絵さんです。（拍手） 地域の伝統的工芸品である熊野筆の知識を深め，高校卒業後も熊野筆応援団となることを目指されている熊野高校３年生の平田海さん，三島萌さん，２年生の中村みさとさんです。（拍手） 郷土熊野に誇りを持ち，それぞれの学校で伝統文化の継承に取り組まれている熊野中学校３年生内野弘毅さん，熊野東中学校３年生内藤智也さんです。（拍手） 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戻りください。 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いたします。   
事例発表  事例発表①     （知 事） それでは，よろしくお願いいたします。 今ご紹介にあったとおり，４組の皆さんに今日は発表していただくことになっております。それぞれの地域であるとか，職場あるいは学校でいろいろな挑戦をしている，いろいろ積極的な活動をされている方々です。 
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最初に発表いただきますのは，實森誠実堂の實森将城さんです。 改めて實森さんをご紹介させていただきますと，實森さんは大学卒業後に家業を継がれて，４代目筆職人としての道に進まれたということです。 百年余り続いているこの筆づくりの伝統を引き継ぎながら，時代に合わせたよりよい筆づくりへの進化を目指して日々取り組まれているということです。 また，今年の２月には，熊野筆の伝統工芸士，これは国の認定制度ですが，伝統工芸士としては最年少で認定を受けたということです。 今日の発表のテーマは，「伝統的工芸品 熊野筆の伝承について」です。それでは，實森さん，どうぞよろしくお願いします。（拍手）  （事例発表者（實森））  こんにちは。（「こんにちは」の声あり）實森誠実堂４代目實森将城です。本日は大変緊張しております。トップバッターなので，かなりプレッシャーがあります。よろしくお願いいたします。 まず，熊野筆について少しお話しさせてもらおうと思います。熊野筆は江戸時代の末期に始まり，現在までずっと続いてきております。その中には大変な時代もありました。筆が出ない時代とか，そういう時代を経て，現代まで続いてきております。 そうした中から，筆づくり，書筆の技術を生かして，化粧筆，画筆といったものもできてきました。現在は，書筆，画筆，化粧筆，すべてにおいて全国シェアの 80％以上を熊野で生産しております。 熊野の筆に何らかんら携わっている方は 2,500 人，これは熊野の人口の 10 分の１に当たるほどです。 昨日うちに電話がありまして，僕は全然面識のない方で，突然の電話でしたが，實森という名前は筆をつくられている家だというのを知っていて電話をかけられたみたいで，「熊野というところはすごいですね」と。もともと私は熊野に住んでいたのですけれども，今は県外のほうに出ていて，やっと熊野のよさ，すばらしさが分かったという電話でした。内容は，熊野ですべての筆ができてしまう。例えば穂首，軸，キャップ，紙箱とか，筆を入れるナイロンの袋，そういうものも全部熊野でできてしまう。本当にすばらしい町だと。私は，この人は何が言いたいのかなと思いまして，筆がほしいのかどうなのかも分からず，どうしちゃったのかと思いながら，「はぁ」ぐらいしか答えようがなく，一方的にそういうふうなことを言われて，満足されたのか「ありがとうございました」と言われたので，「いいえ，こちらこそありがとうございます」という感じで応対して，電話を切られました。私も，そう言われて，あっ，そうだなと。熊野というところはすごいところだなと。それだけ筆がちゃんとできる町というのをしみじみ感じました。 でも，もし熊野の筆が実際売れなくなったり，よその産地にとってかわった場合は，筆自
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体そういう形でできてこなくなります。だから，一つそういうところが欠けるのはかなり怖いことです。そうならないためにも，しっかり考えて，それこそ個人もですけれども，まちぐるみでそういうことに取り組んでいかないといけないのではないか。そういうときが今，来ている私は思っています。 そういう一環で，平成 18年に熊野筆の統一ブランドマークというのが制定されました。これによって熊野筆をブランド化，よその筆との差別化ですけれども，そういうことをしていこう。これはシールになっているのですけれども，一個一個にロットナンバーがついていて，熊野筆事業協同組合に問い合わせると，どこで筆ができたか，そういうことがすぐ分かるようになっております。これはお客さん，買われる方に対しての信用とかで，熊野を守るためのマーク，シールだと私は思っています。 下は有名な伝統的工芸品のマークです。これは，百年以上の歴史がある材料と技法でつくられたものだけに使われるマークです。こうしたものは，日本のいいものを残していこう，伝統的工芸品を残していこうという国の考えから生まれたものだと思います。 今度は私のほうですが，初代實森四郎，私の曾おじいさんですけれども，明治 40年にさ工場として創業いたしました。２代目盛登，３代目康宏，私の親父です。で，私が平成９年におじいさんの盛登に弟子入りしました。大学卒業してすぐ弟子入りしたのですけれども，大学３年生のころ，いつかはしないといけないという気持ちはあったのですが，ちょっと車のほうにも興味があり，こそこそと就職活動しておりました。一応車のディーラーさんに内々定をいただいていたのですが，１年間ちょっと考えさせてくれということで，筆に行くべきか悩んだのですが，先々のこと，いつかはやろうと思っていたので，早いほうがいいと思い，卒業と同時に家業を継ぐことを決めて，現在までやっております。 始めたころは本当に大変でした。筆がつくられている現場は見ていたのですが，実際に自分がやってみるとすごく難しいもので，何でこんな道に入ったのかと何度も思いました。苦戦している私を見て，おじいさんが「毛に負けちゃいけん。毛に勝たんといけん」と，そういうふうな言葉を何度かかけられました。そうだなと思い，頑張って今まで毛と格闘してきた結果，このたび伝統工芸士の試験を受けて，何とか合格することができました。 若いのでどうなのかと思うのですが，若いうちにやらないと，目立つではないですが，頑張ってやっていこうと感じて，生意気かもしれませんが，受けさせていただきました。また今度は伝統工芸士として動いていく場面も増えてきますので，そういうところで少しでも熊野筆を盛り上げていければといいなと思っております。 私が今やっている家での仕事ですけれども，これは普通の書道用の筆です。そういう基本的なところをおじいさんから学んで，その後，こうした特大筆，こういうのも製造しておりますので，こういうのは私の父から習い，この二つで，定番商品をつくりながらやっております。 これは特殊筆と言い，軸が分裂するようにできています。今は有名になっている書道パ
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フォーマンス，書道ガールズとかがよく使っているような，それ用につくった筆です。遠征とかが多いので，使いやすいようにこういうふうな分裂式につくって，少しでも便利で，持ち運びにいいような感じで，軸職人さんと考えてやっております。 これは筆ストラップです。湯﨑知事さんにも前回の宝さがしでプレゼントさせてもらったのですが，今日も付けていただいて，ありがとうございます。（拍手）これは，筆を使わない人でも身近に筆を感じていただこうとつくっているのですけれども，今でもぼちぼち出ております。 あと誕生記念筆，こういうのも，赤ちゃんだけでなく，今は犬とか，ペットとかの毛でも記念筆をつくってほしいという方が増えていて，そういうふうなニーズにも対応しております。 つい最近，不景気になって多くなったのが筆の修理です。あとリメイクです。特に大きな筆をうちは扱っているので，使っていると筆の軸の中に入っているところが腐ります。そういう腐るところをなくして，使えるところだけ使って，直して，また返すということもしております。 全然傷んでいない筆でも，それを二つにしてほしいとか，そういうリメイクの要望にも応えております。 私の活動ですけれども，伝統的工芸品公募展や，大阪工芸展にも出していますが，こういうふうな展覧会にも出品して，日頃は自分の好きな筆，つくってみたい筆よりは，注文いただいた筆，定番商品をつくっていますので，どこかで自分の腕試しをしたいというところから，これは平成 16年からずっと出し続けております。私なりに毎回これは絶対入賞だと思って出しているのですが，いまだに入選どまりで，これは筆の里工房さんのほうに展示していただいているのですが，いつか入賞して，入賞というプレートを付けていただければいいなと思って，頑張ってこれからも出し続けようと思っています。 このケースの中には「なでしこジャパン」で有名になった化粧筆，ここに赤いのがちょっと出ていますけれども，それと一緒のケースの中に入れていただいて，本当に光栄に思っております。皆さんも是非工房に行って実物を見ていただければと思っております。 あと，今は筆づくり体験ということで，熊野の小学校，中学校，高校の書道部の生徒さんにはやっていただいていますけれども，熊野に実際に来られない方，ちょっと遠い方はなかなか熊野に来てできないので，こちらから出向いて筆づくり体験をしようということで，今回は京都に行ったときの写真です。皆さん，書道の，高校だったかな，先生のグループなのですけれども，書に関してはいろいろ知っとってですけれども，なかなか筆に対して理解されていなくて，どういうふうに使えばいいですかとか，筆の洗い方はどうですかとか，いろいろな細かいことを聞かれて，また筆に対して少し理解していただいたのではないかと思っております。最後に，皆さんが「これからは筆を大事にします。」「本当にいいお話を聞きました。」「いい体験ができました。」と言われたのですが，あまり大切にし過ぎても筆が売れな
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くなるので，「先生，ほどほどにしてください。」と言って，京都を後にしました。 これは，ブログというものを２年前からやっております。このキャラクターみたいなのは，僕そっくりにつくったつもりですが，似ているかどうか。僕は似ていると思うのですけれども，こういうブログを通じて情報発信をしております。何をしているかと言いますと，日々の私の仕事での出来事とか，できた商品とかをブログに載せて配信しております。多いときには 400 アクセスぐらいいただいて，そこの中には筆に興味のある方も結構おられて，いろいろなご意見，筆がどういうふうにつくられているのかとか，筆職人になりたいとか，そういうふうなコメントとか書き込みがあったりするので，そういうことにも答えたりしています。そんな感じでやっております。あと，フェイスブックもやっておりまして，私がつくった筆とか，そういう情報を載せたりしています。 一昨日，そのフェイスブックを通じて熊野筆を愛好されている方からメッセージが来て，そこには，「私ごとですが，タイトルを書いた映画がカンヌ国際映画祭に入選しました。世界が舞台（笑）頑張ります。」そういうふうなコメントが来ました。それも熊野筆で書かれたのだと思うのですけれども，熊野の筆が世界に出たような感じで，本当にうれしく思いました。 熊野を宣伝してくれる，熊野では有名なキャラクター「ふでりん」です。平成 24年 10月に熊野の観光大使に任命されました。役場の商工観光課の方と，この「ふでりん」が熊野筆のＰＲにいろいろなところに出て行っていただいております。本当に感謝しております。私も，「ふでりん」は幼稚園の子どもさんとか，小さい子から人気がありまして，そういう人気にあやかろうと，封筒に「ふでりん」を貼り付けさせてもらいました。これはちゃんと熊野に使用申請を出して，承認をいただいてやっております。皆さんも是非使っていただければと思います。また「ふでりん」もフェイスブックをされていますので，いいね！が分かるかどうか分かりませんが，「いいね！」，よろしくお願いします。 最後になりましたが，何事にもチャレンジ！いろいろなしたいことがたくさんあります。考えているところを言いますと，海外向けのインテリアの筆とか，外国では扇子とか，竹で編んだ籠とか，そういうものが部屋のインテリアとして使われております。筆も，道具として使うばっかりでなく，インテリアとしての筆もあっていいのではないかと思い，今，考えております。あと，競走馬の記念筆とか，動物園とコラボして，動物園では結構動物が死ぬみたいで，ガイドさんが，死んだ動物の毛で何とかならんものかねと問い合わせがあったこともあります。そういうのもおもしろいですねと答えたのですが，あとは筆で個展をされた人がいないので，筆で個展をしてみたいとか，言えばきりがないぐらいいろいろありますので，ちょっとずつ実現できるよう頑張っていきたいと思います。 本日はご清聴いただきありがとうございました。（拍手）  （知 事）  實森さん，どうもありがとうございました。そう逃げないでください。もうちょっと。 
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本当にお若いのに，と言うと失礼ですけれども，大学卒業直後に家業を継がれるという決断をされて，今こうやって一生懸命取り組まれて，実際に伝統工芸士を，熊野でも 22人しかいらっしゃらないわけですよね。22人しかいらっしゃらない伝統工芸士の資格も取られて大変頑張っていらっしゃるわけですけれども，伝統工芸士というか，伝統的工芸品というのは，日本全国でも，広島県内でもあとは宮島細工と広島仏壇がありますけれども，若い人の技術承継というのは問題になっているのではないかと思うのですけれども，實森さん自身はやっていらっしゃって，どういうふうにそういう若い人の承継についてお考えですか。  （實 森）  割のいい仕事というか，それをしていけば儲かったり，いい目に会えるのなら，やる人もたくさんいるのではないかと思いますが，いま現在はそうではないと思いますので，どういうふうに考えてそういう伝統工芸の道に入るかというのは人それぞれだと思うのですけれども，私は逆に，やる人がいないので，ある意味それはおいしいのではないかと。そういう考えもあって，こういう業界に入り，あとは，代々やってきたので，そういうのを絶やしてはいけないという気持ちもありました。  （知 事）  実際にやってみて，確かに参入される人が少ないことで，希望が見えるなというふうにお感じになることもありますか。  （實 森）  それじゃいけないんですけれどもね。もっともっと活性化して，たくさんの人が入ってこられて，やっぱり競争しながらやっていくと，またいいものができると思うので，そうならないといけないですけれども，やっぱり市場がどんどん小さくなっているというのがあるので，どうしてもやる人もどんどん減ってくる現状はしようがないとは思います。そういう筆を売っているところを考えたり，もっと市場を大きくしていかないといけないというのは感じております。  （知 事）  おっしゃるとおりで，本当にある意味でいうと，楽でおいしい仕事だったら，みんながやるわけですよね。だけど，楽でもないし，おいしいわけでもない。けれども，一つは，今，お話しになったように，ここの伝統ないしは家業として，ずっと長らく取り組まれてきたという責任感のようなものと，もう一つは，そうは言っても，筆というものが世の中からなくなるわけでもないから，必ずそこにはチャンスがあって，それを見出していかれたいと。実際にさっきのストラップとかを含めていろいろなことに取り組まれていて，ぼちぼちとおっ



 - 8 -

しゃいましたけれども，どれぐらいかは分かりませんけれども，あと，いろいろなこと，インテリア筆とか，競走馬筆とか，動物筆とか，いろいろな可能性があって，ただその伝統を守って安住するというだけではなくて，安住でもないのでしょうけれども，それを守るだけでも大変でしょうけれども，さらに新しいものを開拓して広げていく。そのことによって，また競争もあっていいんだというお考えで取り組まれていらっしゃるということで，人も少ないし，だんだんと市場も小さくなってくるから，もう大変だ，嫌だなと思っているだけだと，なかなかそういうふうにはならないと思うんですよね。そういう意味での實森さんの心の持ち方，現代風な感じで取り組まれて頑張っておられるところに私も共感を持ちます。ちなみに，この筆も結構話のネタになります。飲み屋などに行くと，これは何ですかと。これは，実は広島には熊野というところがあって，というような話になって，これは熊野筆だから気持ちいいんですよ。これは本当の熊野筆ですよね。  （實 森）  そうです。僕，つくっています。  （知 事）  気持ちいいんですよ。切っていない穂先の筆だから気持ちよくて，気持ちいいからやってみてくださいよと言うと，みんな「ええー」と。これだけで結構話のネタになるので，僕は感謝しています。  （實 森）  いいえ。こちらこそ。  （知 事）  ちなみに，もちろん熊野筆の宣伝も兼ねております。そういう守っていくということは大変でもあるけれども，一つ，姿勢というか，ものの見方によって，大きく挑戦の地平は広がっていくし，こうだったらいいなと考えるだけではなくて，実際に取り組まれることによって変わっていく。實森さんのような方が一人，二人と増えることによって，この熊野の筆産業もずっと続いてつながっていくのかなと感じます。 ちょっと余談になるのですけれども，この懇談会の前に，午前中，バドミントン連盟のバドミントンの大会と，「大号令」の馬上酒造場さんにお邪魔させていただいたのですけれども，馬上酒造さんもそうですよね。大手のお酒が席巻するところで，非常に伝統的なお酒のつくり方を守っておられる。大変なんだけれども，その中に喜びを見出しておられて，僕はそれがまた新しい価値につながっていくのではないかとすごく感じました。 實森さんも，これからまだまだ活躍いただける時間が長いわけですから，熊野筆の将来も
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楽しみだなというふうに私は感じました。熊野の伝統を守るために頑張っていただいている實森さんに，もう一度大きな拍手をお願いしたいと思います。（拍手）ありがとうございました。是非筆の個展も実現していただきたいです。   事例発表②  （知 事）  それでは続いて，次の発表になります。次は，ＮＰＯ法人熊野健康スポーツ振興会職員の大歳千絵さんにお願いいたします。 大歳千絵さんは，熊野町におきますスポーツ振興，生涯スポーツの発展，子どもの体力向上を目的として，様々なイベントやスポーツ教室の企画・運営を行っていらっしゃいます。 またご自身の保育の経験を生かして，親子体操の教室を開催するなど，子育て世代の地域コミュニティーの活性化に取り組んでいらっしゃいます。 今日の発表のテーマは，「地域で子育て」です。それでは大歳さん，よろしくお願いいたします。  （事例発表者（大歳））  こんにちは。大歳千絵と申します。私もちょっと緊張しております。皆さん，よろしくお願いいたします。 私は，生まれも育ちも熊野町です。結婚後も熊野で，今も住んでいます。 専門学校を卒業して，広島市内に就職したのですが，資格取得のために退職して，勉強をしながら熊野町の児童クラブで非常勤勤務をしました。その傍ら，筆の里スポーツクラブで親子体操の指導をさせてもらっていました。その後，ＮＰＯ法人熊野健康スポーツ振興会の職員となり，熊野町のスポーツイベントやスポーツクラブの運営に携わっています。 ３年前に第一子を出産，１年半前に第二子を出産いたしまして，二度の育児休暇をいただき，その後，昨年 11月に職場復帰させてもらいました。現在は育児短縮を利用して勤務をしています。育児と仕事の両立に毎日大奮闘しております。 現在は，ＮＰＯ法人熊野健康スポーツ振興会の筆の里スポーツクラブの事務局をしています。筆の里スポーツクラブは，総合型地域スポーツクラブとして，平成７年に発足しました。今年度は 18年目を迎えています。 総合型地域スポーツクラブとは，スポーツの得意・不得意，性や年齢などにかかわりなく，地域の誰もが継続的にスポーツに親しむことができるような環境づくりを目指すものです。その特徴は，多種目，多世代，多志向といったもので，地域住民にとっての公共性が保たれるところにあります。 
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筆の里スポーツクラブ発足当初の会員数は 450人足らずでしたが，現在はその倍以上の千人を超える会員さんが登録をしています。年齢層は幅広く，１歳から 93歳の方まで元気に活動されています。皆さん，自分自身に合ったスポーツを行い，日々健康の増進に励んでおられます。 私はそのスポーツクラブで幼児体操と親子体操の指導に携わってきました。今から幾つか写真が出てくるのですが，この写真は私が指導していたときのもので，もしかしたら知っている方がすごく小さいときの写真が出てくるかもしれません。お孫さんであったり，知り合いであったり，お子さんであったりが小さいときの写真が出てくるかもしれないので，ちょっと目をこらして見ていただければと思います。 今，私は育児休暇をさせてもらっておりまして，現在はこの教室，イベントなどの運営・企画をしています。その親子体操は，昨年から新しい指導者にバトンタッチして，親子遊び教室と改名しました。「親子の触れ合いを大切に」を心がけて活動しています。 トランポリン，とても大きなトランポリンで，みんなこれに乗ってぴょんぴょん跳ぶことをとても楽しんでおります。また，小さな平均台を使ったりして，こういったことで運動能力を上げていけたらと思っています。 「親子の触れ合いを大切に」，ここに重点を置いて，マット運動やリズムを使った運動遊びもたくさん行っております。 また季節を感じながら教室をやっております。こちらの写真は，外で草花をとってきて，それをぺたぺたと貼り付けた冠をかぶっております。この子たち，今は小学校５年生になっています。 春は，こういったお散歩に行ったり，草花をとって遊んでおります。 夏には，プールで遊びます。このプールも，参加している皆さんが持ち寄って，みんなで一緒に準備をして，水を張って，水鉄砲とか，マヨネーズの空とかを持ってきてもらったりして遊んでおります。 秋はどんぐり拾い。町民体育館の裏山には，どんぐりもたくさん拾えます。そこで落ち葉を見つけたり，新しい発見がたくさんあります。虫とかを触れなかった子が，お友達がみんな触っているから一緒に触ってみたり，ビニール袋にたくさんいろいろなものを詰めて，ビニール袋が足りなくなるぐらいたくさん集めて，みんな楽しんでおります。 冬は，冬の風物詩，サンタさんが登場してクリスマス会を行います。初めて見る子たちもいて，こんなサンタさんの格好に驚いたり，みんな大盛り上がりで，楽しい会になっております。 私たちは子どもたちの笑顔が見たい。元気に走り回る姿が見たい。そう思って活動しています。 昨年，二度目の育児休暇のときに，当時２歳の娘と一緒に，このスポーツクラブの親子遊びに参加しました。指導者としてではなく，生徒としての参加です。うちの娘です。どんぐ
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り拾いに行きました。 その親子遊びに参加をしてみて，このクラブの大切さを身を持って再認しました。子どもだけではなく，私自身もとても楽しく参加でき，同じ年齢の子どもを持つお母さんたちとの情報交換や悩みを相談したり，いろいろなお話ができて，とても気分転換になる時間を過ごせました。 顔見知りの人が町内にいる，増えるということで，外出するのもとても楽しくなりました。まちとか，買い物に行っても，知っているお母さん，知っている方が増えて，子どもたちも知っているということになると，本当に楽しく外出することもできました。 また，教室では，先週できなかったことが今週できるようになると，教室のみんな，参加しているみんなが喜んでくれ，その場にいるみんなで励ましあったりするのも本当にいいなと思います。悩んでいると，大丈夫と背中を押してくれたり，その場にいるみんなが，自分の子どもだけでなく，みんなの子どもの成長を見守って，一緒に子育てができているなというのを感じました。 この親子遊び教室は，教室を通して，コミュニケーションの場となって，参加している親子の心を明るくしてくれる場になっていると感じました。 これは，ちょっと上下してすみません。どんぐりで工作遊びをしたときの作品です。 また，出産してみて初めて経験したのが，なかなか自分の時間がもてないということでした。育児は 24時間フル稼働です。自分のための時間は本当皆無だと感じました。私は幸い実家が近く，母に子どもを見てもらって歯医者さんや美容院に行くことができました。ほんのちょっとの間でも子どもと離れ，自分のために時間が使えることがどんなにすばらしいことか。そして，そのちょっとの時間が本当に大きな息抜きの時間，原動力となって，次に子どもと向き合えるんだなというのもすごく感じました。 お母さんが元気だと家庭も明るくなる。いつだってお母さんにはキラキラと輝いてほしい。そう思います。お母さんたち自身の願いでもあり，家族の願いでもあると感じます。お母さんの健康や幸せは家族のみんなの健康や幸せにつながっていると感じています。 そんな思いを感じ，この５月から新しい教室として「ママヨガ」の開催を考えております。育児中のお母さんを対象にしたリフレッシュヨガです。この教室は，託児付きということが大きなポイントになっています。なかなか手が離れない子どもさんたちを，託児を一緒にすることによって，お母さんたちがリフレッシュできる時間になったらいいなと考えております。お母さんたちのヨガを行う教室と，お子さんたちを見る託児室を離して，ちょっとの間，子どもさんにはお母さんと離れることを我慢してもらって，その時間，お母さんたちの充電時間になったらいいなと考えております。 この託児には，有資格者の方にもちろんいてもらって，その方たちにお任せをするのですが，その方たち以外にも，ボランティアの方々にお願いしようと考えております。ボランティアの方には，筆の里スポーツクラブの会員さんにお願いしようと考えております。この筆の
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里スポーツクラブの会員さんには，先ほども言いましたように 93歳までの方が幅広く活動されております。その中からお話しをさせてもらって，集まっていただいたボランティアの方は本当に子育てに関してベテランの方が多くて，とても頼りになると期待しております。そこがこのママヨガ教室のもう一つの隠れた魅力だと思っています。普段接点のないベテランママとの交流が生まれて，地域の目で子どもを守ってもらうことができると思います。また，こういった託児でお世話になったベテランママと町内で会ったりしたときに声をかけて，そこから交流が生まれることもあるかなと感じております。 ４月 22日，明日からですが，募集が始まります。まだ，どのくらいの方に参加いただいて，どのくらいの方が集まって，どんな教室になるか，全く初めてのことなので予想ができませんが，育児中のお母さんが元気になってもらえるような，そんな教室になったらいいなと考えております。 引き続き私自身もいろいろな研修会や講習会とかに参加させていただき，いろいろな勉強をさせてもらってスキルアップに努めていきたいと思います。わが子もまだまだ小さいので，思ったように活動できないかもしれませんが，そういったことも一つの経験として，家族を巻き込んで，そして周りを巻き込んで，協力してもらいながら，そして，そんなことを生かして，できるだけ皆さんにいろいろなことを伝えていけたらいいなと思っております。試行錯誤しながら手探りでの活動にはなっていきますが，子育て世代を対象とした企画をどんどん考えていきたいと思っております。 併せて，世代を超えた交流を行って，地域のみんなで子育てのしやすいまちづくり，環境づくりを目指しチャレンジしていきたいと思います。どうもありがとうございました。（拍手）  （知 事）  大歳さん，ありがとうございました。ご自身もお二人の子育て中ということで，それだけでも大変だと思うのですけれども，これまでのいろいろな活動で，今は企画に携わられるようになっていらっしゃるわけですが，ご自身の経験を通じてこのママヨガというのを企画されたわけですね。  （大 歳）  はい。やっぱりちょっとでも離れて，自分のための時間ができるというのが，すごく大きな時間になると感じました。  （知 事）  そうですよね。もちろんお仕事として企画に携わっていらっしゃるのですけれども，そういう工夫というか，ママの中でも，人によっては，忙しくて大変よとこぼすだけの人もいる
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かもしれませんけれども，実際に自分のお仕事にもかかわっているからということではありますけれども，その経験を使って，ママに笑顔が浮かぶようなことを実際にやられるということですね。これから楽しみですね。  （大 歳）  そうですね。皆さんに，たくさんの方に参加してもらって，元気になってもらえたらと思っております。  （知 事）  これは復帰企画第１号ということですか。  （大 歳）  そうですね。新しい企画としては，そうなります。  （知 事）  これまでは，というか，お子さんが生まれるまでは子どもたちの笑顔，それを自分が先生として，あるいは指導者としてつくっていらっしゃった。今度はママの笑顔をつくろうということで，頑張って企画をされて，しかも，ママの笑顔だけではなくて，地域のベテランママを託児に引っ張ってくる。これもなかなかグッドアイデアですね。  （大 歳）  できたらいいなと。交流ができて，皆さんでわいわいできたらいいなと思っております。  （知 事）        そうですよね。今，地域のつながりというのが大きな課題になっていますけれども，一工夫することによって，お金もたくさんかからずに，ママは喜んで，地域のつながりも増えて，すごくいいことですよね。地域のつながりがなくて困って大変だよねと言っているだけではなくて，本当に形にしてしまう。僕はそれがすごく大事なことだと思います。今，この筆の里スポーツクラブ，ＮＰＯ法人熊野健康スポーツ振興会ですけれども，こういう職員，大歳さんのような職員がいらっしゃって，頑張ることによって，熊野町に幸せが広がっていくような感じがします。皆さんの健康，そして，みんなの笑顔のために頑張っていらっしゃる大歳さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。 
 （大 歳）  ありがとうございました。（拍手） 
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 （知 事）  幸せなことですよね。私は今広島市中区に住んでいますけれども，ああいう子どもの運動教室とかをやろうと思うと，すごくお金がかかるんですよ。それが身近にできるというのは，すごくありがたいのではないかと思います。   事例発表③  （知 事）  それでは，次の発表です。次は熊野高校３年生の平田海くんと三島萌さん，そして２年生の中村みさとさんにお願いいたします。 平田くん，三島さん，中村さんの３人が通われている熊野高校では，筆の里工房と共同して学習や研修を行って，熊野筆に関する知識を深め，独自に熊野筆検定の問題を作成し，その上位級の取得に取り組んでいらっしゃるということです。 また，卒業後も熊野筆を愛して，情報を発信していく熊野筆応援団になることを目指していらっしゃいます。 それでは，平田くん，三島さん，中村さん，よろしくお願いします。  （事例発表者（平田）） これから熊野高校の発表を始めます。気をつけ。礼。（拍手） 熊野高校は，２年前から県教育委員会から支援されている「わたしたちの学校は日本一！ 」事業に取り組んでいます。テーマは，「熊野筆検定の合格者数日本一」です。 活動内容は，まず，校内や地元の連携先で研修を行い，次に熊野筆検定の問題を作成し，全校生徒で検定学習会を行った上で検定を実施し，１級から３級の合格者数日本一を目指します。 また，１級取得者には，特別な称号を授与することも考えています。 最終目標はごらんのとおりです。 次に，これまでの取組を簡単に紹介します。 １年目は，第１回校外研修を行いました。 ２年目は，第２回校外研修を行い，それをもとに検定問題をつくり，熊野筆事業協同組合事務局や筆の里工房の学芸員さんに指導，助言をしていただきました。また，本校は県教育 
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委員会主催の起業家精神育成事業にも取り組み，熊野筆をデコアートして「萌筆」をつくり，文化祭で 100組完売しました。 
    （事例発表者（三島）） 次に，これまでの活動を写真で紹介します。 校内学習会の様子です。 地元の筆企業見学です。 筆関連企業を見学しているところです。 筆の里工房で学芸員さんから説明を受けています。 伝統工芸士さんから筆づくりを学びました。 筆づくり体験をしました。 萌筆組み立て作業です。 萌筆をスワロフスキーのクリスタルガラスでデコアートしています。 完成した萌筆です。文化祭で萌筆を販売しました。 文化祭で，クラス対抗で筆に関するクイズ大会予選を行いました。 中庭の特設ステージでクイズ大会決勝戦を行いました。 ３月の終業式で起業家精神育成事業の報告をしました。 日本一事業の報告もしました。  （平 田）  今年度は，日本一事業も完成年度になります。熊野筆検定を完成させて，校内で検定を実施し，本校生徒の 30％以上が３級以上を取得し，何人か特別な称号が与えられる 1級所得者を輩出することを目標に取り組んでいきます。 日本一事業を通じて，熊野高校が熊野筆に関する知識やすばらしさを地域社会に向けて発信し，地元の筆産業を盛り上げていきたいと考えています。 ご清聴，ありがとうございました。（拍手） ここで終わりじゃなくて，今からもうちょっとあります。 では，ここで，湯﨑知事とここに集まった皆さんに，実際に今私たちがつくっている熊野筆検定にチャレンジしていただきたいと思います。正解者にはちょっとしたプレゼントがありますので，正解されるように皆さん頑張ってみてください。 第１問は三択問題です。  （三 島）  熊野町観光大使である「ふでりん」の好物は何でしょう。 ①アイス最中 
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②二重焼き ③ぷりん  （平 田）  分かると思った方は手を挙げてください。では，どうぞ。  （会場より参加者） ぷりんです。  （平 田） 正解です。おめでとうございます。（拍手）正解した方にはちょっとしたプレゼントがあります。おいしそうですね。 では，続いて第２問も三択問題です。  （三 島）  熊野町筆まつりで，榊山神社の参道や鳥居に筆がつりさげられていますが，その通りの名前は何でしょう。選択肢は ①一千本の筆通り ②一万本の筆通り ③十万本の筆通り  （平 田）  こちらの問題が分かった方は，手を挙げてください。そちらの方。  （会場より参加者）  ②番。  （平 田）  正解です。おめでとうございます。（拍手）それでは，景品をお受け取りください。 続いては第３問です。選択肢がありません。  （三 島）  熊野町の統一ブランドマークの黒は書，黄色は画をあらわしていますが，赤は何を示しているでしょうか。湯﨑知事，いかがですか。 
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（知 事）  化粧筆。  （平 田）  正解です。おめでとうございます。さすが。  （知 事）  さっき答えを教えていただいたので。  （平 田）  そうですね。實森さんのところで出たので，心配だったのですけれども，復習として使いました。分かっていただいて，すごくうれしいです。おめでとうございます。（拍手）ありがとうございます。 では，こちらで問題も終了しましたので，熊野高校の発表は以上となります。ありがとうございました。（拍手）  （知 事）  ありがとうございました。なかなか楽しいプレゼンテーションで，ちなみに，この熊野筆検定ですけれども，熊野高校以外でされる計画はあるのですか。  （平 田）  そうなんです。そこなんです。そこが問題になっていて，今，学校で検定すらできていないので，今，検定の問題を，200 問近くできている状態なのですが，そこからまた冊子とかつくって，まずは校内でそれを実際にやって，そこから地域で，どんどん広めていこうと考えていますので，地域の皆さんもどうか一緒になって協力してください。お願いします。  （知 事）  熊野高校以外にも，小学校，中学校，できれば熊野町以外でできるとすごいですね。  （平 田）  そうですね。  （知 事）  その中で一番を取ったら日本一と。でも，それを取る前に，熊野高校だけでやったら，自動的に日本一ですから，それで日本一をうたっちゃえということでいいのではないかと思い
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ますが，それよりも，こうやってみんなが一生懸命問題を考えてくれて，学校でも実際に文化祭でクイズ大会をやったり，地域に出かけていって質問づくりをするとか，それ自体で地域とのつながりも深くなるし，楽しい活動になると思います。それで何人かの人は，次の世代というか，實森さんみたいに筆職人になりたいという人も出てくるかもしれないですよね。 熊野の筆，これも伝統承継の一つだと思いますけれども，頑張っていただいている熊野高校３年生と２年生の３人，平田海くん，三島萌さん，中村みさとさんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。（拍手）  （平 田）  ありがとうございました。（拍手）  （知 事）  僕がこれをもらったら，ずるをしたような感じがしますが。   事例発表④  （知 事）  次の発表は最後になります。熊野中学校３年生の内野弘毅くん，そして熊野東中学校３年生の内藤智也くんのお二人です。 お二人のご紹介ですが，内野くんの通う熊野中学校では，伝統文化を生かした音楽と舞踊を組み合わせた「組曲 筆の都くまの」を，そして，内藤くんが通う熊野東中学校では，熊野町伝統の彼岸舟を組み入れた「東中ソーラン」を，それぞれ学校の宝・伝統として３年間かけて継承されています。 そして，その成果を学校行事や地域イベント等で発表することで，学校と地域との交流の活性化に取り組んでいらっしゃいます。 発表のテーマは，「先輩からの継承の苦労，地域の人々やふるさと熊野への思い」－「組曲 筆の都くまの」「東中ソーラン」－です。それでは，内野くん，内藤くん，よろしくお願いします。（拍手）  （事例発表者（内野）） 熊野中学校の内野です。心臓がバクバクしているのですが，頑張ります。 これが僕の熊野中学校です。 これがマスコットキャラクターの「がん熊君」です。 これが僕の学校の隣にある榊山神社です。なかなか広いです。 
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これは筆の書です。さっきも情報が出ましたが，熊野町は筆の生産が有名で，全国で８割を占めています。 これは去年の９月 23日に行われた筆まつりの様子です。 ステージ発表の様子です。熊野中学校では，平成 14年度から地域の伝承と創造をテーマにして，「組曲 筆の都くまの」をしています。 これは彼岸舟です。この彼岸舟がまちじゅうを回ります。本校にも彼岸舟があり，本校の生徒も参加しています。 これは去年の 10月に行われた町民体育大会の様子です。ここでも組曲をしました。 これは去年の 11月に行われた文化祭の様子です。熊野中学校の体育館でしました。 これは第１楽章の「筆のまつり唄」の様子です。 歌詞です。「筆の都」や「熊野の町は」など，熊野に関する言葉がたくさん入っています。 「五人踊り」というものが入ってきます。女子４人でする踊りです。 これは第２楽章「筆の響き」の様子です。なかなか躍動感のある画像です。 これは第３楽章の「筆の都」です。すべてのものが入ってきます。合唱，笛，宮太鼓，締太鼓，鐘など，いろいろ入ってきます。 こうなるまでに，僕たちは２年生の 12月から「かぶらや」さんより指導を受けて練習をします。まず，演奏を見て，聴きました。とても迫力がありました。 これは太鼓チームの様子です。 これは笛チームの練習の様子です。笛は音を出すのがなかなか難しいです。 これは踊りチームの様子です。力強い踊りをするために一生懸命頑張っています。 僕も太鼓チームに入っていて，11代目として挑戦します。 伝統を守るために，頑張ってチャレンジします。ありがとうございました。（拍手）  （事例発表者（内藤）） 私は熊野東中学校の生徒会長内藤智也です。私たちが 12年前から取り組んでいる熊野東中ソーランについて発表します。 今から 12年前に東中ソーランが始まりました。最初は，先生が熊野東中学校に何か伝統をつくろうと提案され，体育祭で披露することを目標に，体育の時間に練習をしたそうです。また，新しい伝統をつくろうという趣旨に賛同してくださった保護者や地域の皆様が，夏休みに学校に集まって手づくりの法被をつくってくださいました。 これが当時の法被です。そして，今，僕が着ているのが「炎法被」と言って，普通の法被ではなく，ソーランリーダーだけが着ることのできる数少ないものです。僕は初めて着ました。 これは３年前から始めた新生東中ソーランです。踊りも講師の先生に来校してもらい，厳しく教えていただき，本格的なソーランを踊れるようになりました。 
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毎年夏休みや体育祭の前には，各部活で先輩が後輩に踊りを教える光景が見られ，東中学校の伝統として根付いてきたことを感じています。 今では全校生徒が大きく伸び伸びとソーランを踊り，特にうまい人はソーランリーダーとして特別な法被を着て踊ることができます。この法被は，地域の方や保護者の方が寄付をしてくださり，生徒会でデザインを決めてつくりました。 地域の方も大変喜んでくださり，体育祭のときには，太鼓や彼岸舟，音頭取りと一緒に参加してくださり，大変盛り上がります。 私たちも地域の皆様への感謝をあらわそうと，町民体育祭などでも発表させていただきました。 これからもずっと東中学校のすばらしい伝統を受け継いでいこうと思います。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 
 （知 事）  ありがとうございました。何か一生懸命取り組むというのは，どんな時代でも，時代というか世代，世代でもないですね。中学校なり，高校なり，大学なり，社会人になっても大事だと思うのですけれども，お二人は中学校の３年生として，それぞれの「組曲 筆の都くまの」と「東中ソーラン」の伝統を守っていこうということで頑張っていらっしゃる。実際やっていて，どうですか。中には，俺はやらねえよとか，そういうふうになる人たちもいるのではないかと思うのですけれども，どうですか。みんなを引っ張っていくのは大変じゃないですか。  （内 藤） 大変ですけれども，そういう人たちも参加させたら，体育祭はもっと盛り上がると思うので，僕たち生徒会は頑張っていきたいと思います。 
 （知 事）  さすがですね。 内野くんはどうですか。  （内 野）  組曲をやっている中では，そんなえらい立場にいるほうではないのですけれども，やっていて楽しいです。 （知 事）  なるほどね。学校での伝統行事というのは，やっている本人たちは何でかなと思ったりするかもしれないのですけれども，あとで多分すごくよかったと思うようになると思います。
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今日は，頑張ってこの伝統を継いでいらっしゃるそれぞれの中学校の代表で内野くんと内藤くんに来ていただきましたけれども，熊野町の中学生も，見ているとしっかりしていて安心だなという感じもします。お二人にもう一度大きな拍手をお願いします。これからも頑張ってください。ありがとうございます。（拍手）  （司 会） ありがとうございました。以上で予定の事例発表は終了となります。すばらしい発表を本当にありがとうございました。   
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。それでは，改めまして，今日の発表者の皆さん，また会場にお集まりの皆さん，本当にありがとうございました。 いろいろな立場とか役割とか，みんなそれぞれ持っていると思うのですけれども，實森さんであれば伝統工芸を守っていくというお立場で，それを仕事にされているわけですけれども，大歳さんの場合には，ＮＰＯ法人で地域の健康増進を図る，そういうことを企画するお立場，高校生，中学生の皆さんはそれぞれ学生の立場として，いろいろなことに携わっていらっしゃるのですけれども，その中で一人一人の活動は，それこそ筆づくりであれば，ただ同じものをつくっていくということも大事なことですけれども，そこをベースにして，やはり時代にあわせた新しいことに取り組んでいくとか，若いうちから頑張るとか，退職してから筆家業を継ごうということもあると思うのですけれども，自分の一生の仕事として，実際に足を踏み入れていく。僕は，これは言うほど簡単なことではないと思います。そういったこととか，ママの笑顔をどうやったら得られるかなというのを一生懸命考えてくれて，考えるだけではなくて，それを実行して，本当に工夫もしながらやる。ただ，何となくやるのではなくて，何ができるか，できることをちょっと頑張ってみる。それによって大きな違いが生まれてくるのではないかと，私は今日感じました。それぞれの皆さんが，学生の皆さんも含めて，ちょっと頑張る。自分ができる範囲のことをちょっと頑張る。自分の役割の中で何かトライしてみる。それによって熊野町がいいまちになっているのではないかと思います。今日のＮＰＯの大歳さんのところは町が応援されていると思うのですけれども，熊野筆の場合は県も応援していますし，国も応援しています。そういう皆さんの活動をちょっと我々行
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政が応援する。そういうことによって，本当に明るい未来が生まれてくる気がいたします。 今日発表していただいた皆さんはこれからも頑張っていかれると思うのですけれども，今日お集まりいただいた皆様も，それぞれの持ち場というか，役割というか，その中で何か新しいことに取り組もうというきっかけに今日の皆さんの発表がなったらすばらしいと思います。県としても，そういう県民の皆さんの活動を後ろから支えることによって，いい県づくり，そういうことに取り組んでいきたいと感じるところであります。 今日，本当にお忙しい中，事前の準備も含めて一生懸命発表していただきました発表者の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。（拍手） 今後とも，皆さん，どうぞよろしくお願いします。本日は長い間ありがとうございました。（拍手）  （司 会）  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」を閉会といたします。ご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，ご来場時にお渡し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においては，フェイスブックによる情報交換を行っておりますので，是非ご参加ください。 本日はご参加をいただき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。どうもありがとうございました。（拍手） 
    


