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開  会 

 

○司会（槙埜）  

皆さん，こんにちは。（「こんにちは」の声あり）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，広島県広報課の槙埜と申します。 

本日は，チャレンジに向けて，元気の出る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）今日は土曜日でお休みの方も多いのでは

ないかと思いますけれども，そういう中，本当にたくさんの皆様，会場いっぱい埋めてい

ただくほどたくさんの皆様にお集まりいただきまして，本当にありがとうございます。 

はじめに，このたびの広島市での土砂災害でお亡くなりになられた方々のご冥福と，そ

れから被害に遭われた方に対してお見舞いを申し上げたいと思います。安芸高田でも被災

をされた方々がいらっしゃると思います。お見舞い申し上げたいと思います。１日も早く

復旧に向けて国と県と市で力をあわせて頑張ってまいりたいと思いますので，皆様もどう

ぞよろしくお願いいたします。 

さて，今回のチャレンジトークでございますけれども，この県政知事懇談会というのは

全県を回っている中で４巡目となっております。安芸高田に参りましたのは平成 22 年５

月 30 日が最初で，このときは「宝さがし」と言って，10 名程度の皆さんにお集まりいた

だいて意見交換をするということをやらせていただきました。その後，県内を８つに分け

て，安芸高田も含めたこの地域の会を北広島でやらせていただいて，平成 24 年にこの「地

域の宝チャレンジトーク」という形でもう一度安芸高田に来させていただきました。今回

がここで開催するのは３回目ということであります。 

この県政懇談会，今は各地域で様々なことに挑戦をされていらっしゃる市民の皆様の発

表をお伺いするということをやっておりまして，毎回本当にすばらしい発表をいただいて，

今日も皆さんお帰りになるときには，「ああ，聞いてよかった」と思っていただけるのでは

ないかと期待をしております。本当に地域それぞれにたくさんいろいろな方が頑張ってい
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らっしゃるなというのがよく分かります。 

これまでに実はこの県政懇談会は 59 回開催されていまして，ということは，今回が栄

えある 60 回でございます。これまで 493 人の方に発表いただき，7,170 人にご参加いた

だいています。本当に継続は力なりということを私も感じておりますけれども，今ちょう

ど中山間地域振興条例というのをつくりまして，それに基づく計画を策定中でありますが，

こういった計画の中にも，お話をいただいたことなどから得ております教訓というか，学

ばせていただいたことが反映されていると思っておりまして，皆様には御礼を申し上げた

いと思います。 

今日は午前中，会場に参る前に茂谷集落を訪問させていただきまして，有害鳥獣の農作

物被害に対する対策ですね，集落全体で対策をされているのですけれども，その様子を拝

見させていただきました。また，神楽門前湯治村にもお邪魔させていただき，何度も訪問

させていただいているのですけれども，今回は県の事業で少し改装等もやっていらっしゃ

るので，その様子を拝見させていただいたところであります。 

今日は５組の皆様にこの後事例発表をしていただきます。将来にわたって，広島で生ま

れ，育ち，住み，働いて良かったと思える広島県になるよう我々も取り組んでおりますが，

地域の皆さんも取り組んでおられますので，その様子をお伺いしたいと思います。少し長

い時間になりますが，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。知事，檀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。発表者の皆様は檀上にお上

がりください。順番にご紹介してまいります。 

まず，安芸高田市ハンドボールカップにおいて，地域を挙げて民泊で選手の受け入れを

されている甲田町深瀬振興会会長の中村日出則さんです。（拍手） 

美土里町桑田地区滝ヶ谷の景観美のＰＲ，新たな観光拠点創出による賑わいづくりに貢

献されている桑田自治会役員の清水一彦さんです。（拍手） 

ニュージーランドの姉妹校「ダーフィールド校」に通い，英語を学ばれた吉田高校１年

生の佐々木彩子さん，佐竹ほの香さんです。（拍手） 

ヒマワリの種を東日本大震災の被災地へ送る活動「福島ひまわり里親プロジェクト」に

参加されている向原高校３年生の長井咲良さん，中山美優さんです。（拍手） 

小学校１年生から地元の横田神楽団に所属し，伝統芸能の継承に取り組まれている美土
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里中学校３年生の田中瑠実さんです。（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，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①  

●知 事 

それではよろしくお願いいたします。早速ですけれども，発表に移りたいと思います。

今日発表していただきます，今，ご紹介のありました５組の皆さん，それぞれ，地域とか

職場，また学校で積極的に活動をして，挑戦を続けておられる皆さんです。 

今日は，今，日本で女性の活躍というのが課題になっているわけですが，７分の５が女

子であるというすばらしい割合で来ていただいております。 

トップバッターは，その中でも男性でございますが，中村日出則さんにお願いいたしま

す。甲田町深瀬振興会会長の中村日出則さんです。 

改めてご紹介させていただきますと，毎年，安芸高田市で開催される中四国地方の中学

生ハンドボール競技大会「安芸高田市ハンドボールカップ」で，地域を挙げて民泊での選

手の受け入れを行っていらっしゃいます。 

民泊を受け入れることで地域内の交流が広がって，地域の活性化にもつながっていらっ

しゃるということです。 

発表のテーマは，「生き活き深瀬」です。それでは，中村さん，よろしくお願いいたしま

す。 

○事例発表者（中村）  

皆さん，こんにちは。（「こんにちは」の声あり）私，甲田町の深瀬振興会の中村と申し

ます。よろしくお願いいたします。（拍手） 

こういう場に立つのは初めてなので，いろいろと落ち度があると思いますが，よろしく

お願いします。 

私たち深瀬振興会といたしましては，平成８年に広島国体がありました。そのときに，

ハンドボールを甲田町で引き受けることになったんです。そのときに，深瀬地区全体で，

20 軒余りで民泊をさせてもらいました。選手たちが泊まったのは１週間ぐらいと聞いてお

ります。その時点には僕は深瀬にはおりませんでした。実は，その年に深瀬に新築させて

もらったんです。ですから，国体の民泊の経験はないんです。 

それ以降，深瀬振興会としては 18 年間，ずっとハンドボールの民泊をさせてもらってお

ります。中国・四国の中学の女の子，男の子あわせて 10 チームが競技します。その中で大

体５～６団体の振興会が民泊を受けられます。その中で深瀬がずっと今まで，前会長が 10
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年，僕が今８年目になりますが，継続して頑張らせてもらっております。 

「生き活き深瀬」ということですが，生きるの「生き」と活動の「活き」と題をとらせ

てもらいました。「生き」の場合は，深瀬みんなで，元気に長生きしようじゃないかという

ことも挙げております。深瀬地域には 105 歳となるヨシムネオトワさんというおばあちゃ

んがまだ元気でおられます。この前，その息子さんが亡くなられました。親より先に死ん

じゃいけんのじゃないかと思うのですが，順番は決まったもんじゃないので，この前，葬

儀にも行かせてもらったのですが，おばあちゃんは大変悲しんでおられました。今，105

歳です。深瀬で 100 歳を超えられた方は今までになかったそうです。 

そういうことで，ハンドボールの民泊の件ですが，僕が会長をさせてもらってから８年，

経験させてもらったことをちょっと報告させてもらいたいと思います。 

ハンドボール民泊というのは，僕らの振興会としては，いつも５～６軒でお願いしてお

ります。なぜかというと，１泊しないといけないので，風呂とトイレと布団と，やっぱり

きれいでなけりゃ，うちは受け入れられんよと言われるんです。じゃけ，どうしても受け

入れてもらう家庭が決まってくるんですよね。でも，その中で毎年快く引き受けていただ

いております。 

去年までは岡山県真庭市の落合中学を５年間続けて民泊させてもらいました。５年間と

いう期間が長かったのか短かったのか分かりませんが，今年はちょうど運動会に当たりま

したので，今年は境港第一中学校をお世話させていただきました。土曜日の午前中から試

合は始まるのですが，土曜日の夜，また民泊の振興会に生徒たちが戻ってきます。土曜日

は応援にも行きます。地域総体で応援にも行くのですが，また，夕方６時ごろから歓迎会

をするんです。６年ぐらい前まではカレーをやりよったんですが，これはハンドボールの

試合の模様です。カレーばっかりじゃいけんじゃろうというので，６年ぐらい前からこう

いうふうにバーベキューで歓迎会をやらせてもらっております。でも，バーベキューが高

うつくんですよ。ほいで，1 人 3,000 円は協力金を子供たちからいただくのですが，とて

もじゃない，3,000 円では間に合いません。1 泊 2 食で 3,000 円ですからね。それを，振興

会の助成金などをいただいて，何とかまかなっております。これがバーベキュー風景です。

子供たちといろいろ写真を撮らせてもらって，頑張らせてもらっております。 

落合中学というのは，５年もなると，バーベキューに慣れてくるんですよ。どんどん肉

を焼いていくんですよ。ほいじゃけ，冷えるし,こげたりなんかするけ，はあやめえと言っ

ても，先生が教えとるのかどうなんか知らんが，最後に食べようと思っても，肉がないん

よね。じゃけ，僕らは肉を我慢せにゃいけん。ああいう状態になってきているんですよ。

今年は助かりました。学校が代わりましたけ。 

ほいで，最後は公民館の中にコミュニティー会館がありますので，こういうふうに集合

写真を撮らせてもらっております。 
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もう一つ，民泊家庭に分かれてもらって，民泊家庭の家族と泊まる選手と一緒に写真を

撮らせてもらっております。民泊家庭の家族と，こういうふうに最後は撮ります。これは

深瀬のひょっとこ会長の浅井さんです。 

これが我が家に泊まった５人です。我が家に毎年５人泊まります。布団が５枚しかない

ので。あれ以上は無理だと女房が言いますので。女房も大変なんですよ。１週間前から布

団は干さにゃいけん。風呂も掃除せにゃいけん。便所も掃除せにゃいけん。「お父さん，い

つまでやるん」と。「いやいや，わしが会長しよる間，ずっと続けていかにゃいけんのじゃ

け。おまえも頑張ってくれや」と励ましているんですが，これも家庭ですね。これはイタ

モトさんです。 

これは，我が家に泊まる５人，深瀬振興会は，僕になってからずっと女性のチームを依

頼しております。会長が女性好きなので。我が家には，女の子５人が毎年宿泊してくれま

す。今ちょうど孫が中学生なので，ほいじゃけ，すぐ和みまして，話が弾んで，こういう

写真を撮らせてもらっております。去年はずっと話が進んだのかしらんが，孫と 12 時ぐら

いまで長話をしよりまして，「おまえさんら，早う寝えや」と。「明日も試合があるんじゃ

ろうが」と言っても，なかなか寝んのよね，これが。ほいで，結果的には，次の試合では

ドベになりました。キャプテンが我が家に泊まったんです。キャプテンの動きが鈍い，鈍

い。ほんま，大変でしたよ。 

と言っても，孫らは喜んで，「また来年も来てね」と言いよりましたが，今年は来られま

せんでした。これでよかったんか，悪かったんか，よくわからんですが，今度は日曜日も

湧永の体育館に会場をかえて，男子も女子も順位決定戦をやるんですよ。その中で，この

岡山のチームはドベになりました。予選でも４位じゃったけ，ええかのと思いよるけど。 

今年は，境港第一中学校が２位になりました。僕らの振興会で民泊させてもらって，あ

がいな２位になるチームなんか初めてですよ。ほんま喜びました。じゃけ，見送りのとき

も，「また来年，機会があれば来いや」とバスを見送ったんですが，来年はどうなることか

分かりませんが。 

これが我が家で民泊してくれた女の子と，日曜日の朝，家を出発するときに玄関で記念

写真を撮らせてもらっています。いろいろな集合写真とか全部まとめて中学校へ送らせて

もらって，その返事が，みんな民泊家庭に手紙を書いてくれるんですよ。それを楽しみに

頑張らせてもらうというのも一つあります。 

これは我が家です。これも入っている。これは看板。 

今度はちょっと話を変えさせてもらって，今度は「ひょっとこ」の話をさせてもらいた

いと思います。 

深瀬振興会として，「深瀬ひょっとこ同好会」というのを 13 年前に立ち上げております。

宮崎県日向市がひょっとこ踊りの発症の地なんです。それに 13 年間毎年連続で，８月の第
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１土日で参加させてもらっております。それに伴いまして，５年前からベスト 10 に入るよ

うになりました。一昨年は２位まで上がりました。ほいで，去年，ついに日本一になりま

した。ひょっとこ踊り。（拍手）ありがとうございます。こういうＴシャツを，毎年向こう

の日向市の観光課の方がデザインしてつくられるんですよね。じゃけ，これを記念に毎年

買って帰るのですが，なんか字が読めんけ，そういう関係でひょっとこ踊りも年間 20 回か

ら 25 回ぐらい，いろいろなところにお世話になっております。結婚式の披露宴とか，お宮

の祭りとか，たかみや湯の森さんでも長年お世話になっております。また，子供たちがう

まいんですよ。じゃけ，ひょっとこ踊りを見て笑う者は 1 人もおられません。喜んでもら

えます。今日も交流会のときに湯﨑さんとお話をさせてもらったのですが，ひょっとこ踊

りを知らんということで，市内で神楽で東京に行きますよね。毎年。今は３回目ですか。

それの前座でひょっとこ踊りを連れて行ってくれやと，今日もお願いしておきました。じゃ

け，浜田市長さんにもお願いします。 

ひょっとこ踊りのお面は，こういうふうに，これは一例ですが，たくさんあります。い

ろいろな表情が出ておりますのでね。これ一つ 4,000 円するんですよ。これが現場で踊っ

ている様子ですが，これがひょっとこ踊りです。知事，感想はどうですか。僕はおかめ役

です。あの深瀬という前垂れを垂らしている分です。おかめ役は 1 人で，キツネが 1 人で，

あと，ひょっとこもろもろです。こういう感じでやらせてもらって，第 31 回というのが今

年です。 

去年優勝して，今年はベスト 10 に入らなかったんですよ。どんな審査方法なんや。がっ

くりしましたよ，ほんま。去年は祝い酒，今年はやけ酒，すごい進みました。夜中の２時，

３時ですよ。酒代が高うついて。これが残念会です。やけ酒です。これは隣が木下さんで

す。こういう感じで，夜は民宿の安いところを，毎年，１泊２食で 6,000 円のところを，

来年も来るけえねと言って予約して帰らせてもらいます。飲む分はまた別じゃけね。 

そういうことで，深瀬振興会，ますます発展していきたいと思っておりますので，よろ

しくお願いいたします。（拍手） 

●知 事 

中村さん，ありがとうございました。 

○事例発表者（中村）  

どうも。 

●知 事 

最初はとても緊張気味でお話しされていましたが，だんだんひょっとこの調子が出てき

たような感じで，とても楽しく伺わせていただきました。 

地域でハンドボールのチームを受け入れる。すごく楽しそうにおっしゃっていますけれ

ども，毎年というのは大変ですよね。 
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○事例発表者（中村）  

そうです。でも，女性軍のおかげで頑張らせてもらっています。 

●知 事 

そうですか。何軒ぐらいで受け入れられているのですか。 

○事例発表者（中村）  

大体６軒ぐらいです。大体メンバーが 20 人ぐらいのメンバーです。 

●知 事 

一つの学校を受け持つということですね。 

○事例発表者（中村）  

はい。そうです。 

●知 事 

８年間ずっとされているということで，もう長いですね。 

○事例発表者（中村）  

長いです。でも，前会長は 10 年です。 

●知 事 

そうですか。それはやっぱり中村さんのご人徳というか。 

○事例発表者（中村）  

いや，ご人徳と言っても，僕は出ていないのにね。18 年前に深瀬に新築させてもらって

来たのですが。 

●知 事 

その前はどちらにいらっしゃったのですか。 

○事例発表者（中村）  

北広島町の，大朝町の新庄です。新庄学園のそばです。 

●知 事 

ご縁があってこちらに。 

○事例発表者（中村）  

そうです。 

●知 事 

それから早速地域のリーダーになられて，ひょっとこのおかめをやられて，写真はとっ

ても残念そうに映っていましたけれども，ひょっとこ踊りも，来られてすぐに，ずっと続

けておられるのですか。 

○事例発表者（中村）  

そうです。今，ひょっとこ踊り 13 年目です。 

●知 事 
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それもやっぱり深瀬でやられているのですか。 

○事例発表者（中村）  

メンバーは深瀬以外にもおられます。是非とも仲間に入れてくれというのがおられます

ので。 

●知 事 

でも，中心は深瀬の皆さんですか。 

○事例発表者（中村）  

はい。 

●知 事 

このハンドボールにしても，ひょっとこにしても，地域の地区でまとまっておられると

いうのはすばらしいことですね。やっぱり楽しいですか。 

○事例発表者（中村）  

楽しいです。赤字になっても楽しいです。 

●知 事 

そうですよね。今，いろいろ，深瀬のほうも，恐らく若者が減るとか，高齢化とか，あ

るのではないかと思いますが，とてもそんなことは感じないで，楽しそうですね。 

○事例発表者（中村）  

ありがとうございます。 

●知 事 

その楽しさが伝わると，また住みたいという人も増えるのではないかと思いますけれど

も，ここで実は，さっきこれを落としてしまって，ばれたかなと思って心配したんですけ

れども，中村さんに中学生からお手紙が来ています。 

○事例発表者（中村）  

え，来ていますか。 

●知 事 

そうなんです。境港市第一中学校のハンドボール部の。 

○事例発表者（中村）  

今年なかなか来んと思ったら，そこへ来たんですか。 

●知 事 

そうなんです。分かりましたか。ちょっとお預けを食らっていたんです。読ませていた

だきますが，よろしいですか。 

○事例発表者（中村）  

はい，どうぞ。 

●知 事 
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中村さんへ 

この前の大会では，お世話になりました！！ 

私たちのためにバーベキューをしてくださったり 

「ひょっとこ踊り」を教えてくださったり。。。 

本当に楽しかったです！ 

やさしく迎えてくださって嬉しかったです。 

ありがとうございました！！ 

また，試合にもわざわざ来てくださり， 

頑張ることができました。 

それと，写真まで送ってくださって嬉しかったです❀ 

今は新人戦の大会に向けて練習を頑張っています。 

この前の大会で学んだことを生かしたいと思っています！！ 

本当にありがとうございました！！ 

境港市立第一中学校２年ハンドボール部 足立美潮さん 

それから 

中村さんへ 

９月 13 日，14 日はお世話になりました。 

そして，たくさんの応援ありがとうございました。 

応援してくださったおかげで良い結果を残すことができました。 

民泊は，はじめての経験で学んだことがたくさんありました。 

夜ご飯や朝ご飯はとてもおいしかったです。 

今，新人戦に向けて毎日練習をがんばっています。 

新人戦では，優勝できるようにがんばります。 

境港市立第一中学校１年ハンドボール部 鹿島未帆さん 

 

中村さんへ 

先日は民泊や応援などたくさんのことをしていただき，ありがとうございました。 

私達１年生は，まだ泊まりがけの大会２回目で少し不安でした。 

でも中村さんがやさしく接してくださったし，民泊ということもあったので礼儀

などたくさんのことを学ぶことができました。 

安芸高田市の大会で私は試合に出させてもらって，でもちゃんと準備ができてな

くてパスをもらっても動けませんでした。 

だから，私は今，新人戦で出させてもらった時にちゃんと動けるように，バック

ステップをしっかり踏む練習をしています。 
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新人戦でも出れる機会は少ないと思うけれども，しっかり応援して，出る時は，

しっかり動いて先輩の足を引っ張らないようにしたいと思います。 

先日は本当にいろいろありがとうございました。 

新人戦がんばります。 

境港市立第一中学校１年ハンドボール部 渡邊優希さん 

 本当にすばらしいですね。（拍手） 

 いろいろなことを学んで，そして，その１泊で成長しておられるというのが本当によく

分かりました。中村さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。

（拍手）お手紙は後ほどお渡しします。 

事例発表②  

●知 事  

それでは，続きまして桑田自治会役員の清水一彦さんにお願いします。 

改めてのご紹介ですが，清水さんは美土里町桑田地区滝ヶ谷渓谷の景観美のＰＲ，新た

な観光拠点創出による賑わいづくりに貢献されています。 

今年度，地元自治会などで休憩所を設置，訪れる人々の憩いの場となっています。 

発表のテーマは，「お宝を磨いて元気な地域へ」です。それでは，清水さん，よろしくお

願いします。 

○事例発表者（清水）   

失礼いたします。美土里町の桑田というところから来ました桑田自治会役員の清水でご

ざいます。よろしくお願いします。（拍手） 

先ほど深瀬の中村さんがとても楽しく話されて，この後，ちょっと荷が重いのですけれ

ども，私はとても笑ってもらうような内容は持ち合わせていませんので，ご勘弁願いたい

と思います。 

自治会役員ということで今日は出ているのですが，実はうちの平野会長がこれを引き受

けたんです。そしたら，直前になって，「わしは法事じゃけ，行かれんようになったけ，あ

んた，行ってくれ」と言われて代わりに来たようなことで，大変申し訳ございません。準

備ができていませんので，よろしくお願いします。 

桑田というところは，安芸高田市の一番北部の山の中でございまして，こういう集落で

ございます。真ん中を 433 が突っ切っていますけれども，山が見えるところで行き止まり

みたいなところで，そこから先はとても細い道で，びっくりするような道です。この前も，

東京の大学生がレンタカーを使って家に来るのに，間違って千代田から 433 を通って来て，

生まれて初めてそんな道を通りましたということでびっくりしておりましたけれども，後

で聞いたら，でも，ジブリのような道でしたということで，ああ，そういう発想もあるの

かなと思って，逆転の発想もあるということで，ジブリ街道にしようかなと思っています
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けれども，そんなところです。 

今日は「お宝を磨いて」ということで話をさせてもらいますけれども，桑田地域は今，

人口 157 人，64 世帯でございます。65 歳以上の高齢者人口が 75 人で 47.8％という高齢者

比率です。それに引き替え，幸いに 15 歳以下が 22 人いてくれるということで，子供たち

が非常に元気を与えてくれております。 

今日はお宝という話ですけれども，まず，お宝というのは，こういう景観も僕は非常に

お宝だと思うんです。でも，これを宝と思うか，何とも思わないかということで，価値観

が非常に違ってくると思います。まずお宝を，皆さんの地域にもいろいろあると思います

けれども，それに気づいてもらう。それを磨いてもらう。そして，価値を付けてもらう。

で，それを皆さんに評価してもらう。今日『なんでも鑑定団』が昼にあったと思いますが，

今日はこれで見れませんでしたけれども，そうやって評価してもらう。で，評価がよかっ

たら自信をつける。そうすると，みんな元気になる。そういうようなことを思って地域づ

くりをしています。 

これは，桑田の交流施設「桑田の庄」と言います。大きな民家風ですけれども，赤瓦の

里山にとてもマッチした景観だと思っています。これを使ってうちはいろいろな交流を年

中，四季を通じてやっています。一つの拠点でございます。平成 14 年に建って，もう 10

年ぐらいたちましたけれども，今からまたいい味を出してくれるのではないかと思ってい

ます。 

地域のお宝，こういう里山の風景と赤瓦，これはなかなかよそにはない風景だとよその

人が評価してくれます。 

もう一つ，当然ですけれども，伝統芸能の神楽でございます。これは神楽甲子園で，う

ちは２年ほど静岡の遠江総合高校を受けていますけれども，彼らに本当の神楽を見せてあ

げた去年の写真でございます。さっき深瀬の中村さんが東京公演の話をされましたけれど

も，実は来年の１月 24 日の東京公演にはうちの桑田天使神楽団が行かせてもらうことに

なっております。その前座でひょっとこ踊りをやられると，うちの神楽が全部もっていか

れそうなので，今日の話と一緒のような展開になりそうでちょっと怖いので，おそろしい

話をされたなと思っているのですけれども，こういった高校生に衣装を着させたり，とて

も和んで帰ってくれました。ということで，こういった神楽が当然地域のお宝でございま

す。 

はやし田，花田植え，これもうちは持っていまして，さっきの神楽も広島県の無形文化

財ですけれども，はやし田もうちの無形文化財です。 

うちは，いつも，はやし田をやっている隣の田んぼでは，広島から保育所の保護者さん

が 100 人ぐらい来られて，そのときに一緒に田植えをしてもらいます。常に何かあるとき

の行事は，そういった都市の方とか，桑田以外の方となるべく交流をかみあわせて行事を
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行うようにしています。ということで，こんなこともしています。 

最初にありました滝ヶ谷渓谷というものがあるのですけれども，そこを何とかというこ

とで，実は今年，広島の森づくり事業という事業で交付金を付けてもらいました。それで

今年休憩所とトイレをまず整備して，今からここを拠点にして，また賑わいのある場所に

していこうということで，これは渓谷の一番奥にある６メートルぐらいの滝です。小さい

滝ですけれども，風情がとてもある，いい滝です。ここにたどり着くには非常に山道で険

しいので，来年以降，またそのお金をいただいて，遊歩道を整備していこうという計画を

持っています。 

今年，その建物を建てるときに木を切ったもので，地域住民総出で，橋を架け替えたり，

いろいろしています。地域のお宝，もう一つは人材です。重機のオペレーターもいますし，

大工さんもいますし，左官さんもいます。地域にはいろいろな役を持った方，手に職を持っ

た方がいますけれども，そういった方が協力して，いろいろな行事をつくっていく。うち

は司法書士の先生もいらっしゃいますので，最後は登記まで付けてもらえるということで

ございます。 

これがその事業で建てている休憩所でございます。県の事業では，この資材を提供して

もらいました。交付金の対象になっているのは資材だけで，建築のほうは，さっき言いま

した大工さん，左官さん，地元の皆さんが総出でこういったふうに建てていったというこ

とでございます。 

これは，そこで毎年行っている夏祭りです。今年で 27 回目になります。夏祭り一番のメー

ンはヤマメのつかみ捕りでございます。それを今年建てた休憩所の窓から保護者さんたち

が眺めているという，こういう景観をつくりたかったというのが一番でございます。これ

を今後は生かしていって，もっと元気になるようなことをしていきたい。 

僕は最終的には，京都の貴船の川床料理をやるようなイメージを持っているのですけれ

ども，この事業でそんなことをしてはいけないと言われていますので，そこはうまくやっ

ていきたいと思っていますけれども，そうめん流しもしております。背中を向けて食べて

おられるのは浜田市長でございます。今年来てもらいました。市長は，そうめんじゃなく

て，茗荷がおいしいと言っておかわりされましたけれども，茗荷が絶賛でございました。 

今年初めて森づくり事業ということで，親子木工教室というのをやりました。別に金槌

をたたくのでヘルメットをかぶらんでもいいんですけれども，かぶると，子供たちが本気

になってやってくれる。そんな雰囲気が出るので，あえてヘルメットがあるということで

かぶってやってもらいました。鉛筆立てをつくってもらいました。 

地域の宝ということでございますけれども，私は有限会社桑田の庄という農業生産法人

の代表をしておりまして，桑田の集落内の農地，約 30 ヘクタールで水稲をつくっています。 

ということで，その事務所の中に店舗をつくったんです。３年前です。僕たちが小さい
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ころはお店が２軒あって，酒屋さんもあってということで，小さいお店がそれでもあった

のですけれども，もう 20 年ぐらいなくなってしまっていたので，子供たちが 22 人ぐらい

いるということで，やっぱり子供たちがお金を持ってアイスクリームなりお菓子なりを買

いに来る空間をつくってやりたいということで，事務員さんがせっかくいらっしゃるので，

店番は事務員さんにしてもらえばいいので，先ほども高宮の話がありましたけれども，中

山間の事業で活用させていただいて，店舗の改装をやらせていただいたということで，今，

ささやかですけれども，そういうことをやっています。一番重宝しているのは，お酒があ

る。たばこがある。子供たちはアイスクリームがあるということで，価格はコンビニ並み

で安くはないですけれども，地域にこういうことがないとなかなか元気にならないという

ことで，会社でこういうことを運営させてもらっています。 

これは，今，稲刈りの真っ最中で，実は明日雨になるので私も今日コンバインに乗らな

いといけないのですけれども，今日はここがあるというので急遽代わって乗ってもらって

おりますけれども，桑田米ということで売らせてもらって，今，一つの認知をいただいて

いるということでございます。今年は非常に，ご存じのように盆過ぎの長雨でできが悪く

ございまして苦戦しておりますけれども，まだもう 3 町ぐらい，３ヘクぐらい残っている

ので一生懸命刈っています。 

うちのこだわりは，お金はないんですけれども，機械はいいのに乗ろうということで，

キャビンが付いたコンバインを入れております。中はエアコンが効いてとても涼しくて，

ラジオを聞いたり，ＣＤや音楽を聴いて乗っております。よそを向いているとときどき詰

まるので，しっかり見ておかないといけないのですけれども，とても快適な機械です。で

すから，若い者も是非乗りたいということで，うちは今年から担い手１名を入れましたけ

れども，僕が乗っていたコンバインは取られてしまいました。彼が今乗っています。 

地域のお宝，やっぱり最後は人材で，地域の将来を担ってくれる子供たち，先ほども 22

名と言いましたけれども，その子供たちが伝統芸能である神楽を継承してくれております。

今，その 22 人が残っているというのは，第 1 世代の子供神楽を始めた世代が定住してくれ

て，それで子供たちが増えているということで，その子供たちがこれです。ですから，１

期生が自分の子供たちに神楽を教えております。ですから，今度はこの２期生たちがまた

次残ってくれて神楽を教えてくれる。そういう流れになれば一番いいかなということで

やっております。 

というようなことで，10 分で話せということで，とても早口で話してしまったのですが，

そんなことでございます。いろいろなお宝，皆さんの地域にもあると思います。どうかお

宝に気づいてもらって，宝の持ち腐れになれないようにしてもらって，お宝を磨いていた

だく。いろいろな付加価値を付けてもらう。そして，いろいろな人に評価してもらって，

リピーターになってもらう。そして，そのことで地域がまた輝いていく。そういった地域
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づくりをやっていきたいということで，今そういうことでチャレンジをしている最中でご

ざいます。以上で終わります。ありがとうございます。（拍手） 

●知 事  

清水さん，ありがとうございました。中村さんの心配は要らないぐらいとてもしっかり

とお話をいただいたのではないかと思いますけれども，ジブリ街道から始まって，それか

ら田んぼの景観，それから神楽，はやし田，それからみんなでつくった休憩所とか，もち

ろん滝ヶ谷渓谷と，最後はやっぱり人材ですねというお話だったと思います。 

でも，本当にそう考えると，そう思わなければ宝だとは思わないかもしれないけれども，

これは宝だなと思ったら，すばらしい宝というのはたくさんあるということですね。 

○事例発表者（清水）   

そうですね。だから，今のもどこでもあることなのですけれども，でも，それをそうい

うふうにとらえて，何かをしようとすると，できることがあるかもしれないということで

すね。 

●知 事  

そうですね。多分桑田地区も，それこそ高齢化も進んで大変だというお話がありました

けれども，先ほどの改装されたお店も，都会のコンビニと比べると，コンビニほどじゃな

いかもしれないけれども，でも，それがあることによって，地域がとても潤うというか，

生き生きするというお話がありましたよね。 

○事例発表者（清水）   

そうですね。おじいちゃん，おばあちゃんが，毎日行くところができたといって喜んで

くれています。だから，お菓子１個でもいいから，行ってそこで話ができる。それを非常

に楽しみに来られる。子供たちも，今までどこの子か分からなかった子もいたんですけれ

ども，やっぱり話をする。店に入ってくるときは挨拶して入れとか，逆に叱ることがあり

ますけれども，それもコミュニケーションかなと思っています。 

●知 事  

そうですよね。だから，ないものを見ると，ないないと思ってしまうのですけれども，

あるものを見ると，こんなにすばらしいものがあるということを本当に教えていただいた

ような感じがいたします。 

あと，22 人の子供も楽しみですね。 

○事例発表者（清水）   

そうですね。よそからも，桑田地域以外からも応援に来てくれている子もいて，実際神

楽のときにはもっと多くなるのですけれども，ありがたい話です。でも次が，またそれぐ

らいの人数が残るためには，いろいろな定住とか，仕掛けていかないといけないと思いま

す。 
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●知 事  

そうですね。また子供たちがお嫁さんとかお婿さんとかを引っ張ってきたらね，またい

いですね。 

○事例発表者（清水）   

そうですね。それを一番期待しています。 

●知 事  

本当になにげない地域のものが，実はたくさんの宝であるということを，とても上手に，

うまくお話をいただきました清水さんに改めて拍手をお願いしたいと思います。本当にあ

りがとうございました。 

○事例発表者（清水）   

どうも失礼いたしました。ありがとうございました。（拍手） 

●知 事  

ちなみに，お店に置いてあったお酒が「池月」だったというのは，ちょっと気になった

んですけれどもね。 

○事例発表者（清水）   

え，知事はツウですね。池月をご存じですか。 

●知 事  

隣のほうですね。 

○事例発表者（清水）   

そうです。羽須美というところなんですけれども。 

●知 事  

何が残念かというと，島根県なんですよ。 

○事例発表者（清水）   

そうです。実はうちの地区からそこにお嫁さんに行かれているというようなご縁があっ

て，そういういきさつがあって，あえて池月の社長さんにお願いして置かせてくださいと。 

●知 事  

縁があって，ですね。分かりました。しようがないですね。 

○事例発表者（清水）   

今日持ってくればよかったです。今度是非池月を。 

 

事例発表③  

●知 事  

ありがとうございます。すみません。ちょっと余談をしてしまいましたけれども，次の

発表に移りたいと思います。 
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次の発表は，吉田高校１年生の佐々木彩子さんと佐竹ほの香さんです。 

改めてご紹介させていただきますと，佐々木さんと佐竹さんお二人は，今年の夏休みに

約１ヵ月，姉妹校のニュージーランド「ダーフィールド校」で語学研修を行いました。慣

れない環境の中でも研修の意義を感じながら，充実した時間を過ごされたということです。 

発表のテーマは「Our treasure ～New Zealand 語学研修で学んだこと～」です。それ

では佐竹さん，佐々木さん，よろしくお願いします。（拍手） 

○事例発表者（佐々木）   

「Our treasure ～New Zealand 語学研修を通して～」 

1年  佐竹ほの香 佐々木彩子 

 私たちは，生徒８名，先生 1 名の計９名で今年の 7 月 28 日から８月 20 日までの１ヵ月

間，ニュージーランドのダーフィールドハイスクールへ語学研修に行きました。私たちが

研修したダーフィールドハイスクールについて説明します。ダーフィールドハイスクール

は，ニュージーランドの第三の都市であるクライストチャーチから 40 ㎞西方にあるダー

フィールドにあります。10 ヘクタールの広大な敷地があり，その中に 11 歳から 18 歳の生

徒が通うことのできる小・中・高一貫校になっています。 

 留学生担当の先生は５名おられ，安心して留学生活を送ることができます。インターナ

ショナルセンターなどの教室が設備されており，多くの国からの留学生が英語を学んでい

ます。 

 私たちはそこでＥＳＯＬ，ジャパニーズ，MATH，マオリ，アート，ミュージック，ＰＥ，

ホームメーキングの授業を受講しました。ＥＳＯＬとは，留学生を対象とした英語の授業

です。そこには日本人留学生も多くおり，中国や韓国，ベトナムやインドなどの各国の留

学生がいました。９年生では Classes について，10 年生では City place について，11 年

生では Global warming, environment について学びました。 

 ジャパニーズでは，日本人の先生と何人かのダーフィールドの生徒とともに，英語と日

本語を使っての会話や，日本語の文章を英語に翻訳しました。 

 マオリとは，ニュージーランドの先住民のことです。マオリの授業では，文化や言語，

歌などを学びました。「キアオラ」は日本語で「こんにちは」を意味します。「ティナコウ

トウ」は，日本語で「こんにちは，ようこそ」を意味します。 

 ダーフィールドハイスクールでは，現地の生徒がとても明るく声をかけてくれたことや，

日本語で話しかけてくれたことがとてもうれしかったです。 

○事例発表者（佐竹）   

次に，ホームステイについて紹介します。私たちは各家庭に２人ずつホームステイしま

した。私たちがホームステイで学んだことは，主に４つあります。 

１つ目は，自分のことは自分でするということです。日本では，たいていお弁当は親が
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つくってくれます。しかし，ニュージーランドでは自分のランチボックスは自分でつくっ

ていました。 

２つ目は，家族で支え合い，家事をすることです。私たちのホームステイ先は酪農家で

した。動物の世話をするときは，ホストマザーだけでなく，ホストシスターも一緒に世話

をしていました。また，ホストマザーが忙しいときには，ホストシスターが昼食や夕食を

つくってくれました。私たちもそれを見習って，自分のことはできる限り自分でし，自ら

進んで家族の手伝いができる人になりたいと思いました。 

３つ目は，自分の英語の未熟さを痛感したことです。研修前は，行ったら英語はどうに

かなると思っていたけれども，実際に生活が始まると，自分たちが思っていたほど簡単に

はいきませんでした。英語の発音が日本とは異なったり，話すスピードが私たちにとって

速く感じたり，自分の勉強不足が原因でなかなか理解することができませんでした。 

４つ目はコミュニケーションの大切さです。ホストファミリーは私たちにも分かるよう

に簡単な単語や表現で話しかけてくれました。私たちもそれに応えるためにジェスチャー

を踏まえながら会話をすることができました。 

最後に，私たちは今回の語学研修で様々な新たな目標を持つことができました。英語に

興味がなかった人も，英検を積極的に受けたり，また海外に行きたいという夢を持った人

もいます。海外に進出している日本人が増えている今日，海外に興味を持つ人がさらに増

え，英語が話せる人も増えていったらいいと感じました。 Thank you for listening.

（拍手） 

●知 事  

ありがとうございました。佐々木さんと佐竹さん，一言でいうと，どうですか。この 1 ヵ

月行って，大変だったか，楽しかったか。どっちが大きかったですか。 

○事例発表者（佐々木） 

二度目の海外だったので，楽しかったです。 

●知 事  

佐竹さんは。 

○事例発表者（佐竹） 

私も同じく二度目の海外だったので，楽しかったです。 

●知 事  

二度目の海外というのは，学校で前も行ったのですか。家族とですか。 

○事例発表者（佐々木） 

安芸高田市でシンガポールの研修に参加して，二度目の海外研修になりました。 

●知 事  

二人ともですか。 
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○事例発表者（佐竹） 

はい。 

●知 事  

安芸高田はいいですね。シンガポールに行って，今回はニュージーランドに。シンガポー

ルとニュージーランドの違いというのも感じましたか。 

○事例発表者（佐々木） 

はい。 

●知 事  

どう違いましたか。 

○事例発表者（佐々木） 

季節が真反対です。 

●知 事  

季節がね。佐竹さんはどうですか。 

○事例発表者（佐竹） 

シンガポールに行ったときには，学校にはあまり日本人はいなかったんですけれども，

ニュージーランドの学校にはたくさんの留学生がいたので，日本人の友だちもできました。 

●知 事  

なるほどね。ニュージーランドの学校では，留学生を受け入れるということが前提となっ

ていろいろな仕組みができているということですよね。クライストチャーチだから比較的

都会なんだと思うのですけれども，町の中にあったんでしたか。そこからちょっと離れて

いる？ 

○事例発表者（佐々木） 

少し離れています。 

●知 事  

 広島でも，東京でも，というか日本でも，なかなか高校で留学生を受け入れるというと

ころはないと思うのですけれども，ニュージーランドなんかだと，普通に，どっちかとい

うと都会には近いけれども，ちょっと田舎にある高校が普通にそうやって世界中の人たち

と交流をしているということだと思うのですけれども，今，県では，ちょっと県の宣伝に

なりますけれども，本当に広島県のどの高校生も，どの高校も，そういう経験ができるよ

うに海外の学校と姉妹提携をしています。吉田高校もその一環でニュージーランドの学校

と姉妹提携をしてもらって，ダーフィールド校と提携してもらって，実際にこうやって経

験をしてもらったということで，実際 1 ヵ月行ってもらえたのは本当にうれしいなと思い

ます。いろいろな経験をして，またいろいろな夢ができたのではないかと思いますけれど

も，これをまた地域の皆さん，あるいは行政，我々も応援をして，そして，みんなが広島
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とか日本だけではなくて，世界に目を向けて，その可能性を広げていってくれたらなとい

うふうに思います。 

頑張ってくれています佐々木さんと佐竹さん，改めて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） 

 

事例発表④  

●知 事  

続いてまいりたいと思います。続きましては，向原高等学校３年生の長井咲良さんと中

山美優さんにお願いします。 

長井さん，中山さんですが，向原高校では，東北地方の復興を少しでも応援したいとい

う思いから，ヒマワリの種を東日本大震災の被災地へ送る活動「福島ひまわり里親プロジェ

クト」に参加されています。 

また，この活動をきっかけに，福島県勿来工業高等学校とのフラダンスを通じた交流が

生まれて，身につけたフラダンスの演技は地元の福祉施設等で披露されているということ

であります。 

今日の発表のテーマは，「地域と一緒に考えるひまわり里親プロジェクト」です。それで

は，長井さん，中山さん，よろしくお願いします。 

○事例発表者（長井） 

これから発表を始めます。私は，広島県立向原高等学校３年生の長井咲良です。 

○事例発表者（中山） 

同じく３年生の中山美優です。よろしくお願いします。（拍手） 

○事例発表者（長井） 

ひまわり里親プロジェクトとは，平成 23 年３月 11 日に起こった東日本大震災で被災さ

れた福島の人を元気にするプロジェクトです。 

福島から購入したヒマワリの種を植え，育てたヒマワリから種を採取して福島に送る活

動です。向原高校では，平成 23 年からこのひまわり里親プロジェクトに参加しています。 

私たちがヒマワリを育てるだけでなく，福島のヒマワリの種を植えたプランターを向原

町内の方に配っています。毎年快く育ててもらっています。地域で一緒に育ててもらうこ

とで，このひまわり里親プロジェクトを知ってもらい，福島のことを身近に考えてもらう

ことができたらいいと考えています。 

また，向原高校の生徒が地域との交流を深めるきっかけの一つとなっています。 

平成 25 年からは地域の方の畑もお借りして，種をまいて，ヒマワリを育てています。夏

休み中は，部活動をしている生徒が水やりをしています。畑には向原高校生のように元気

いっぱいの大きなヒマワリが咲きます。 
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ヒマワリの花が咲き，そして，プランターや畑のヒマワリを回収して種を採取します。

その種を福島に送るときに，応援のメッセージをつけることにしています。 

平成 24 年は向原小学校や向原，甲田，吉田，白木中学校，吉田高校，安芸高田市役所な

どに協力していただき，約 1500 枚のメッセージが集まりました。このメッセージと種を

送っています。 

平成 24 年 11 月にひまわり里山プロジェクトの活動が認められ，第 16 回プルデンシャル

ファイナンシャル主催のボランティアスピリットアワード中四国ブロックコミュニティー

賞を受賞させていただきました。受賞式にゲストとして来ていた福島県立勿来工業高校の

フラダンス部の方が福島で盛んに行われているフラダンスとタヒチを披露してくれまし

た。そのときに私たちはもっと福島との交流を深めたいと思い，一緒に踊ることになりま

した。 

○事例発表者（中山） 

ボランティアスピリットアワード賞の受賞をきっかけに，平成 25 年３月に福島県福島市

に行くことになりました。仮設住宅を訪問し，そこでは勿来工業高校フラダンス部と再会

することができました。向原産の食材を使った向原高校オリジナルのお好み焼きも，勿来

工業高校の生徒さんと仮設住宅の皆さんにふるまい，大変喜んでもらいました。 

福島研修でも勿来工業高校のフラダンス部の生徒と踊ることができました。私たちが１

年生のときの勿来工業高校と交流で踊ったフラダンスを向原高校生徒会でやってきていま

した。また一緒に踊れて楽しかったです。 

２年生からはダンス部のフラダンス部門として取り組むようになりました。フラダンス

部門の活動は，地域のお祭りに参加したり，福祉施設に訪問することです。今までの１年

半の活動の中で，６月の向原町で行われる「ほたる・かじか祭り」，向原町や甲田町のグルー

プホーム，特別養護老人ホーム「かがやき」，安芸高田市の発表会など，たくさん出演させ

ていただきました。 

フラダンスを踊り楽しんでもらい，一緒に踊って施設の方との交流を深めてきました。

勿来工業高校と交流した際に踊った「赤いレイ」をはじめとし，４曲のダンスを披露して

います。皆さんに笑顔と元気を届けることができてよかったと思います。 

ひまわりプロジェクトを通して福島とのつながり，さらに，地域とのつながりが深まり

ました。これからも地域とのつながりを大切にし，さらに福島との交流を広げていきたい

です。この活動は新生徒会執行部にも受け継がれ，後輩も頑張っています。これからも向

原高校は頑張っていきますので，応援，よろしくお願いします。ご清聴ありがとうござい

ました。（拍手） 

●知 事  

長井さん，中山さん，ありがとうございました。もともとは東北の復興を応援するとい
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うことでヒマワリの種を送っていたんですけれども，それがフラダンスに発展をしていっ

たわけですよね。これはいつごろからフラダンスはやるようになったんでしたか。今の，

勿来工業高校の皆さんと最初に出会ったのは去年？一昨年？ 

○事例発表者（中山） 

平成 24 年 11 月に第 16 回プルデンシャルファイナンシャルで。 

●知 事  

なるほど。では，２年前ということですね。 

○事例発表者（中山） 

はい。２年前です。 

●知 事  

お二人は１年生だったわけですね。 

○事例発表者（中山） 

はい。１年生で，ずっと一緒に執行部で活動しています。 

●知 事  

そのときからずっとやっているんですか。それが，今度はダンス部のフラダンス部。 

○事例発表者（中山） 

はい。ダンス部のフラダンス部門です。 

●知 事  

ダンス部のフラダンス部門まで発展して，それが今は地域でいろいろダンスを披露する

ようになって，福祉施設に行ったりとか，おじいちゃん，おばあちゃんの前で踊ったり，

みんな喜んでくれますか。 

○事例発表者（中山） 

はい。「また来てね」って言われて，とてもうれしいです。 

●知 事  

やっぱりうれしいですか。 

○事例発表者（中山） 

はい。 

●知 事  

地域の人に喜ばれるとうれしいし，また，その役に立ちたいという，そういう気持ちを

持ってくれている。最初は福島を応援していたのに，ぐるぐるぐるっと回って，今度は地

域にまで返ってきたということで，それで地域が元気になる。「情けは人のためならず」と

よく言いますけれども，人のためと思ってやったことが自分たちの地域の元気につながっ

てくるという，熱心にやっていると，やっぱりいろいろなものにつながっていくんだなと

いうことが本当によく分かりました。 



 

 

- 22 - 

 

今，３年生ですよね。 

○事例発表者（中山・長井） 

はい。 

●知 事  

ということは，次の進路をどうしようかというのは，そろそろ。 

○事例発表者（長井） 

試験を受けました。 

○事例発表者（中山） 

就職試験で，ここ安芸高田市の市役所の公務員試験を受けさせていただきました。（拍

手） 

●知 事  

２人とも。 

○事例発表者（中山） 

はい。一緒に。 

●知 事  

まだ決まっていないんだよね。 

○事例発表者（中山） 

明後日が発表です。 

●知 事  

ちょっとタイミングが悪いときに呼んでしまったな。そうですか。でも，本当にラブ安

芸高田市ですね。 

○事例発表者（中山） 

そうですね。 

●知 事  

本当に頼もしいですね。市役所に合格するといいですね。 

○事例発表者（中山） 

はい。頑張ります。 

●知 事  

きっとどんな形にせよ，地元に貢献してくれるのではないかという感じのお二人ですよ

ね。これからとても楽しみだし，頼もしく感じます。これから将来が本当に楽しみな長井

さんと中山にもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。（拍手） 

 

事例発表⑤  

●知 事  
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それでは，最後の発表になります。既に，すみません。予定の時間が来てしまったんで

すけれども，最後，ごめんなさいね。気にせず発表してください。田中瑠実さんにお願い

します。美土里中学校３年生です。 

改めて田中さんをご紹介しますと，小学校１年生から地元の横田神楽団に所属されてい

ます。神楽団では笛を担当して，神楽公演での演奏活動を通じて伝統芸能の継承に取り組

むとともに，聞く人に感動を与えられる演奏を目指して日々練習に励んでおられるという

ことです。 

発表のテーマは「音で魅せる」です。それでは，田中さん，よろしくお願いします。（拍

手） 

○事例発表者（田中）  

安芸高田市立美土里中学校３年，田中瑠実です。これから私が地域で活動している神楽

についてお話しします。スクリーンに映ります写真は，先日開催された公演の様子や，そ

れに向けた練習の様子です。保育園の年長さんから中学校３年生までが参加しています。

発表をお聞きいただきながらごらんください。よろしくお願いします。 

私は，美土里町の横田という地域に家があります。美土里町は神楽が盛んですが，その

中でも横田は大変神楽の盛んな地域です。私も５歳のころから子供神楽団に入団しました。

神楽は祖父がしていたこともあり，団の方からやってみないかと勧められて，何となく始

めました。そんな気持ちで取り組んでいたので，案の定，面白いとも思えず，しばらくたっ

たころには，心の中で「やめたいな」と思いながらも，母に怒られそうで続けている毎日

でした。 

しかし，ある出会いが私の神楽に対する気持ちを大きく変えることになります。それは，

地元で行われた神楽競演大会に行ったときのことです。同じ神楽団の世良さんの笛の音に

出会ったのです。それまでも何度か神楽囃子を耳にしていたのですが，世良さんの笛の音

は，音の雰囲気がそれまでと違い，まるで，音が感情を持っているようでした。「すごい。」

素直にそう感じたのです。その笛の音を聞いているうちに，ただ，何となく続けてきた私

の中に目標が生まれました。「こんな笛が吹けるようになりたい」と。 

そこから私の新しい挑戦が始まりました。 

神楽には楽譜がありません。歌を覚え，先輩の演奏を耳で聞いて，指使いを見て，まね

をしながら覚えていきます。伝統芸能には「師から技を盗んで上達する」という言葉があ

りますが，神楽の笛も同じでした。 

なかなかうまくなれなくて，思うような音も出せず，イライラしたり，めんどうくさく

なって，教えられていることも耳に入ってこなくなったときもありました。 

それでも，世良さんの笛を聞くと，「世良さんのように吹けるようになりたい」とまた力

がわいてきて，自然と指が動くようになるまで，あきらめず練習しました。始めたころは
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どうしたらきれいに吹けるのかばかりに気を取られていましたが，今は，場面を考えて笛

を選んだり，演ずる人の息づかいを感じながら吹くことの大切さなど，やればやるほど笛

の奥深さを感じています。 

そして，それぞれの演目に合わせて自分なりのアレンジを考えて吹けるようになりまし

た。 

団の方から「笛の音に始まり，笛の音に終わるのが神楽」という言葉を教えてもらいま

した。確かにそのとおりだと思います。大会などで始まりの笛で大失敗すると，しばらく

公演ではさせてもらえなくなることもあります。それは，笛の出来具合が舞の全体の印象

にも大きく影響するからです。とても責任の重いものだと考えるようになってきました。 

神楽と出会って８年，先輩たちの笛にも届いていません。これからも続けて，いつか世

良さんの笛の音のように，「聴いた人の心を揺さぶり，感動させる」，そんな奏者になれる

よう頑張っていきたいと思います。 

最後に，神楽の始まりの笛をさわりの部分だけ吹かせていただきます。お聴きください。

（拍手） 

【演  奏】 

ありがとうございました。（拍手） 

●知 事  

田中さん，ありがとうございました。世良さんという目標ができたところから変わって

きたんですかね。 

○事例発表者（田中） 

はい。 

●知 事  

今も世良さんと一緒にやっていらっしゃるんですよね。 

○事例発表者（田中） 

はい。 

●知 事  

まだまだ頑張らなきゃいけないという感じですか。 

○事例発表者（田中） 

まだまだ頑張らなくっちゃ，届いていません。 

●知 事  

笛を吹き始めたのは，いつからなんですか。 

○事例発表者（田中） 

小学校３年生からです。 
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●知 事  

今は３年生だから６年ぐらい吹いているんですか。 

○事例発表者（田中） 

はい。 

●知 事  

６年取り組むというのは，それだけでも随分長いと思うんですけれども，しかも，横田

神楽団というのは有名な神楽団じゃないですか。たくさんお客さんも来ると思うんですけ

れども，吹くときにプレッシャーを感じたりしないですか。実際に公演でも吹くんですよ

ね。 

○事例発表者（田中） 

子供神楽で吹いています。 

●知 事  

子供神楽でね。なるほど。最初は嫌々だったけれども，あるとき目標ができて，自分ご

とになって，それからはこれに命をかけていると言うと大げさかもしれませんけれども，

その迫力が伝わってきませんでしたか。発表からも，僕はすごい迫力を感じました。将来，

神楽をずっとやっていきたいですか。 

○事例発表者（田中） 

やっていきたいです。 

●知 事  

今，３年生だけど，そろそろ高校の受験ですよね。地元に残りたいのかな。 

○事例発表者（田中） 

はい。吉田高校に行きたいです。 

●知 事  

そうですか。では，それも頑張ってもらわないといけないですね。じゃあ，高校に行っ

ても神楽を続けたい。 

○事例発表者（田中） 

はい。 

●知 事  

将来は地元に残って，神楽を続けたい。 

○事例発表者（田中） 

はい。続けたいです。 

●知 事  

すごい。今からはっきりと。（拍手） 

でもね，人生はいろいろあるから。どうか分からないけれども，でも，きっと神楽は，
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どこに行っても続けてもらえるのではないかと，そういうふうに田中さんの心の中に刻み

込まれているような感じがします。田中さんのような子が一人でも二人でも増えて，地元

の伝統がつながっていくということだと思います。その伝統を背負って頑張っている田中

さんにもう一度大きな拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございました。（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。時間を過ぎていますので簡単にまとめたいと思いますけれど

も，本当に今日発表していただいた皆さん，ひょっとすると，皆さん注意をしないと日常

の中に埋もれてしまっているかもしれないということもあるのではないかと思いますけれ

ども，それぞれよくお話を聞くと，やっぱり地域のすばらしいものを発掘したり，あるい

は日常の中で喜びを見いだす。我々も，実は広島県の中山間地域振興条例というのをつくっ

て，その中で広島県中山間振興計画というのを今，まとめつつあるんですけれども，その

中で大事なことは，やっぱり価値観なのかなというふうに，今，感じています。それはこ

のチャレンジトークなどをやっていて本当に思うんですけれども，先ほど発表もいただい

たように，これはつまんないと思えばつまんないんですけれども，これってすばらしいよ

ねと思ったら，途端にすごく大きな宝になるのではないかと感じます。中学生を民泊で受

け入れて，これ自体大変なことだと思います。我々も実は民泊の振興というのをやってい

るので，民泊というのは聞くほど，家に泊めればいいという簡単なものではなくて，結構

気も遣いますし大変なんですけれども，それでも，そういったこと一つ一つが地域のつな

がりを呼んで，そして，人と人とのつながりを呼んで，生き生きしてくる。そういうこと

もあると思いますし，清水さんにお話をいただいたように，本当に何気ない風景が，何気

ないと思えば何気ないんですけれども，本当にすばらしいものであったり，そういうふう

になると思います。 

そして，また高校生の皆さんにも発表していただきました。今，地域というのが世界と

つながっていくことができる。必ずしも東京に行かないと，あるいは広島に出ないと何か

できないということではなくて，地域の中で本当にいろいろなことができるということを

また改めて教えられたような気がしますし，福島とのつながりもそういうことかなと感じ
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ます。 

そして，最後に発表いただいた田中さんですけれども，地域の伝統を守っていくのは大

変だけれども，必ず誰かそういうふうに引き継いでくれる人がいる。それを応援していか

なければいけないのかなというふうに思います。 

たくさんある地域の宝を実は磨いていくのも，あるいは捨ててしまうのも，我々自身な

のではないかと思います。これを是非たくさん磨いて，そして，地域を元気にしていく。

これは行政はもちろんですけれども，市民の皆さんお一人お一人がその活動に携わってい

ただけると，そのお一人お一人が磨いたところが全体としては本当にすばらしい光になっ

て，輝いていくのではないかと思います。是非明日から，またご参加の皆さん，日常の中

で新しいものを見つけて磨いていただければと思います。そして，それが全体で広島県の

光，広島県の宝になっていくものと思います。是非よろしくお願いします。 

そして，最後に一つ皆様にお願いがございます。チラシもお手元に配付されていると思

うのですけれども，広島県では，今，テレビのデータ放送を活用しまして，高齢者の方に

健康・医療・地域情報を簡単に提供できるシステムづくりに取り組んでいます。今年の４

月からサービスを始めているんですけれども，ＲＣＣのチャンネルで健康ニュースや病院

の情報などを得ることができます。また，体重や血圧などの変化をテレビ画面で見て，自

分の体調を管理することもできるようになっています。インターネットにテレビが接続さ

れている場合には，離れて暮らす家族の方などにも健康状態をメールで知らせることがで

きるような見守り機能もありますので，是非ご利用いただければと思います。 

それでは，以上であります。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の交流を行っていますので，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。どうか皆様，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） 


