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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，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）今日は土曜日でお出掛けにくいなか，大

変たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。 

この「湯﨑英彦の地域の宝チャレンジトーク」は，江田島で３回目の開催となりまして，

また皆様にお会いできて大変うれしく思っております。 

３回目と申し上げましたけれども，会としては４巡目で，1 巡目と 3 巡目と今回の４巡

目は全市町を回っているんですけれども，2 巡目のときは県内を８つに分けて，幾つかま

とめて８地域で行って，江田島はそのとき呉と一緒で，呉でやらせていただきました。そ

れで３回目となっています。 

これまで全体でこのシリーズは 62 回開催させていただいて，来場者も延べ 7500 人と

なっています。それぞれの地域でいろいろな挑戦をされている皆さん，いろいろなことに

取り組んでいらっしゃる皆さんに発表していただいておりまして，毎回元気が出るという

か，我々も非常に勉強になるんですけれども，住民の皆様もエネルギーをもらって帰られ

ていくという会で，今日も大変楽しみにしております。 

ちなみにこうやってずっと積み重ねてきたわけですけれども，県政の方でも，一つ一つ

の問題とか課題について何かをやっていこうというよりは，全体として，これは前から言っ

ていることなのですけれども，味噌樽につけ込んでいるような感じで，じわじわといいお

味噌が熟成してできているかなと。それを県政の隠し味にしながら県政を進めさせていた

だいているという感じで，発表者の皆様には本当に感謝しております。 

ちなみに，今日午前中，始まる前に２ヵ所市内を訪問させていただきました。今日訪問

したところをそのまま映し出すという初めての試みをやっているので，うまくいくかどう

か分かりませんけれども，まず 1 ヵ所目は，大柿町深江にありますオリーブ農園です。こ
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れは市が整備をされていて，そして，企業等がつくられた組合がオリーブ栽培に取り組ん

でいらっしゃるということですけれども，こういうふうに非常に広大な，今は８㌶開墾し

てオリーブの苗を植えているところです。今後，オリーブオイルとか，オリーブの塩漬け

とか，そういったものにしていくということで取り組んでいらっしゃいます。ここはすご

くいい景色で，畑にするのがもったいないぐらいすばらしかったです。 

その後，柳川水産さんを訪問させていただきました。こちらは，今，江田島で体験修学

旅行を誘致されていると思いますけれども，その中で牡蠣打ち体験とかをされていますし，

県内でも非常に品質の高い牡蠣生産に取り組んでいらっしゃいます。その様子を拝見させ

ていただきました。とても清潔な牡蠣打ち場で，おいしそうな牡蠣がたくさんできており

ました。６次産業化をこれから進めていきたいということで新しい設備も入れていらっ

しゃいました。という様子で訪問させていただきました。 

本日は，今の訪問させていただいた先を含めて，江田島市さんに大変ご協力をいただい

ておりまして，この会場も含めてですけれども，この場をお借りしてお礼申し上げたいと

思います。 

そして，今日のこれからの懇談ですけれども，江田島市におきまして地域の課題に積極

的に取り組んでいらっしゃる，あるいは挑戦をされている４組の皆様に事例発表をいただ

きます。 

我々県では，今，将来にわたって，広島に生まれ育ち，住み，働いて良かったと心から

思える広島県の実現を目指していろいろ頑張っています。どうすればそれが実現できるか

ということについても，また会場の皆さんとも考えていければと思っております。 

それでは，今日の皆さんの発表をこれからお伺いしたいと思います。70 分ほどになるか

と思いますけれども，お付き合いのほど，どうぞよろしくお願いします。（拍手） 

○司 会 

湯﨑知事，ありがとうございました。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，本日の事例発表の皆様をご紹介いたします。発表者の皆様は，恐縮ですが，

一度檀上にお上がりください。順にご紹介してまいります。 

まず，歴史的建造物を活用した地域コミュニティーの活性化に取り組まれている「ぐる

ぐる海友舎プロジェクト実行委員会」代表の南川智子さんです。（拍手） 

竹炭づくりや竹細工教室などを開催し，体験型観光に取り組まれている「竹炭工房おお

がき」代表の大本哲朗さんです。（拍手） 

６年ぶりに夏の甲子園予選に出場，全力プレーで多くの方に感動を与えた県立大柿高校

野球部のキャプテン 山田直弥さんです。（拍手） 
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ボランティア活動を行い，地域の方と一緒になって美化活動に努めている市立大柿中学

校生徒会の小迫玲奈さん，山野昭穂さんです。（拍手） 

どうもありがとうございました。事例発表の皆様は，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① 

 

●知 事 

それでは，よろしくお願いいたします。今日事例発表していただきます４組の皆さんは，

地域，あるいは職場，また学校などでそれぞれ積極的に活動して挑戦を続けていらっしゃ

る方々です。 

最初に発表をお願いいたしますのは，「ぐるぐる海友舎プロジェクト実行委員会」代表の

南川智子さんです。よろしくお願いします。 

改めて南川さんのご紹介ですけれども，南川さんは，築 100 年を超える歴史的建造物で

あります「海友舎」を活用しながら，交流の場としての再生を目指して，地域コミュニティー

の活性化と観光資源としての新たな魅力を創りだしておられます。 

今日の発表のテーマは「江田島で 100 年の歴史を刻む洋館，海友舎が今，はじまりの場

所になる。」です。それでは，南川さん，よろしくお願いします。 

○事例発表者（南川）  

「ぐるぐる海友舎プロジェクト実行委員会」代表の南川智子です。よろしくお願いしま

す。（拍手） 

私たちは，こちらの写真の白い洋館，「海友舎」という愛称で呼んでいるんですけれども，

ここを拠点に活動をしています。ちなみに，この建物がどこにあるか知っているという方

はどれぐらいいらっしゃいますか。半分ぐらいですかね。ありがとうございます。その中

で，ちなみに，ここに行ったぞ，海友舎に行ったことのある方は。結構いらっしゃいます

ね。ありがとうございます。今日うちのメンバーも数人来てくれているんですけれども，

改めてこの海友舎での我々の活動の価値を振り返るとともに，海友舎を知らなかったとい

う方には是非建物の名前だけでも覚えてほしいと思います。 

建物をまず紹介しますと，旧海軍江田島下士卒集会所，もともとは海軍さんの休みの日

に過ごす施設として建てられたものです。すみません。漢字が間違っているのですが，娯

楽兼福祉施設ではなくて，娯楽兼福利施設として建てられた建物です。戦後は洋裁学校と

しても使われたそうで，職業訓練の場として，戦後復興の場としても利用された建物だそ

うです。 

私は大学時代，神戸で建築デザインを勉強していたんですけれども，大変貴重な，築 100
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年を超える建物で，まさに地域の宝だなと思います。ちなみに，場所は海上自衛隊すぐ近

くの，ぐるぐるの印がある，この場所です。 

今年度，広島県が「瀬戸内しまのわ」ということで，いろいろとチラシとかを作ってい

ただいていて，それでぐるぐる海友舎プロジェクトの活動紹介をしていただきました。江

田島市内でも港とかで配られていたと思うのですけれども，「瀬戸内ゴーランド」という本

の中でも紹介していただき，この本は東京とか関東の方でも配っていただいたようで，こ

れを見たという江田島出身の方から，江田島にこんなものがあるんだとお問い合わせをい

ただいたりして，新たなつながりができてうれしいです。 

活動紹介の前に，建物を活用再生する価値をまずお伝えしたいと思います。 

背景として，今，建物というのはすごく注目を集めています。私たちが考えている建物

を活用する価値，二つ，考えています。 

まず一つ目は，歴史を検証することで観光振興につながる。ここにしかない資源を残す

ことで，新たに江田島を訪れてくる人もいると思います。もう一つは，活用再生を考える

ことで，地域コミュニティーの再生にもつながると思います。 

事例で出しているのは，これは県外の事例ですけれども，いろいろとすてきな事例があ

ります。 

一方で，全国的に歴史的建造物，すてきな建物が残されずに壊されている実情があり，

都市部だと再開発で貴重な歴史的建造物も取り壊されているという実情があります。 

私の大学時代の恩師が言っていた言葉ですけれども，「建物が消えると，住む人の記憶も

消えて，まちの記憶も消えてしまう」と。私たちは海友舎での活動が２年経過して，まさ

にその言葉の意味を実感しているところです。 

予備知識なのですけれども，建物の保存といっても様々な手法があります。一般的に皆

さんが想像されるのは，原型保存といって，建物が建てられた当初の形に残すもの，あと

は移築して残すというのがありますけれども，こういうのだとお金がかかってしまうんで

すけれども，新しい手法として今，注目されているのが，活用再生をするという，必要最

小限に手を加えながら，どんどん使っていって，新たにそこを活用して地域の魅力を生み

出すという取り組みが今，注目されています。 

建物の活用再生が地域を元気にする仕組みというのにチャレンジしていきたいと思って

います。写真の事例は，兵庫県のグッゲンハイム邸とか，東京の谷中という地区にある田

中邸というところ，ここも活動を始めるときに視察に行って，いろいろと教えていただき

ました。 

前置きが長くなってしまったのですけれども，活動紹介をさせていただきたいと思いま

す。 

ぐるぐる海友舎プロジェクトというのは，先ほど事例を含めてご紹介させてもらったよ

うに，江田島に残る明治末に建てられた海友舎という建物を開かれた場として活用するこ
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とで，新たに地域を楽しくしていこうという取り組みです。 

具体的に何をやっているのかということで，我々は４つの軸を定めて活動しています。

その４つの活動を紹介させてもらいます。 

まず１つ目に，手入れをする。できることは自分たちの手でやっていこうということで，

活動はお掃除から始まりました。2012 年，ちょうど２年前から活動していて，１年後の 2013

年にはこんな感じでちょっとずつ人も集まってきて，掃除をしていると，建物に昔の物が

残っていたりして，ここから，こういう人が住んでいたんだとか，そういう発見をメンバー

としながら掃除をしていきました。今でも毎月１回こつこつと続けていて，毎月 10 人程度

参加して続けています。 

活動の２つ目，学ぶということです。お掃除をして建物を見つめていると，この建物は

どういう特徴がある建物なんだろうとか，この建物はどういう歴史があるのかということ

が気になってきて，メンバーで調査をしていきました。建物が古いので，当初の図面とか

資料が残っていなくて，初めは難航しながら，地域の高齢者の方にお話を聞くところから

始まりました。写真の左側に写っているおじいちゃんは，正藤さんというおじいちゃんで

すが，去年見事 100 歳を迎えられて，すごくお元気で，活動をすごく助けてくれています。

このおじいちゃんに話を聞くと，海友舎のお庭のこの部分では，昔，日露戦争に勝った日

は海軍祭みたいなのが５月にあって，そのとき綿あめをここで食べたというエピソードと

か，そんなことがあったのかという話が出てきて，そういう話を聞いて回りました。 

聞いていくと，どんどん出てくるんです。昔こういうのがあった。しまいには，海友舎

とは全然離れたいろいろな写真とかが出てくるんですけれども，この地域ならではとか，

この地域にはこんな歴史，こんな人たちがいたという話がいろいろと出てきて，こちらは

尾道大学の建築の先生なんですけれども，ときには先生をお迎えして，江田島地域の歴史

や建築的な特徴についての調査活動をしています。 

一番初めに言った「建物がなくなると，人の記憶が消え，まちの記憶も消える」という

私の恩師が言っていた言葉ですけれども，まさに逆に，建物を使うと，人の記憶が集まっ

てきて，まちが楽しくなっていくというのを今，体験させてもらっているところです。 

皆さんに教えてもらったことを定期的に発表会とか建築見学会とかを開いて説明するよ

うに努力しています。 

これは，一番初めの建築見学会の写真です。一番初めは，海友舎がある中郷という地区

の地元の方がたくさん来てくださいました。かえって，地元の人のほうが，あまりに日常

な風景すぎて，ここがどんな価値があるかというのを知らなかったりして，地元の人と話

して，こんな歴史があると。それって結構珍しいのねと，こんな話をしました。 

活動当初は自治会の方にも協力をいただいて，50 人ぐらい地元の人が来てくれて，定期

的に建築見学会や報告会を開いています。 

活動の４つの軸の３つ目，使うということです。初めに紹介した「手入れする」とか，
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「調査・学ぶ」というのは，興味のある限られた人になるんですけれども，幅広くいろい

ろな人に建物のことを知ってほしいし，江田島の人に愛着を持ってほしいなということで，

いろいろな参加型のイベントを海友舎で行っています。このときはキャンドルづくりとい

うワークショップをして，広島市内からも子供たちが遊びに来てくれました。 

去年は「しまのわ」のタイミングに合ったので，それにあわせて私たちも島で活動する

人に話を聞きたいと思って，海友舎に島で活動する人を呼んだ交流イベント「ぐるぐるし

ましまあるある」を去年５月に行いました。これが「しまのわ」の民間企画イベントとい

うのに認定を受けて，ロゴがこのチラシに入っているんですけれども，こういうので県に

も活動ＰＲをしてもらって行いました。 

これが瀬戸内海の地図ですけれども，遠くは小豆島とか，瀬戸内海の 10 の島で活動して

いる人を呼んで行いました。これが「ぐるぐるしましまあるある」の様子で，島で活動に

ついて発表会をして，それについて意見交換をしたりとか，それぞれの島から特産品や手

作りのものを持って来たマルシェをやったりして，あとは飛び込みで活動ＰＲをしても

らったり，そういうイベントを行いました。 

これが集合写真です。気がつけば結構多くの人に協力してもらって，このとき２日間で

500 人の人が海友舎を訪れてくれました。 

活動の軸の４つ目，私たちはいろいろなメディア，新聞やラジオとか，そういうのでも

宣伝をやっているんですけれども，何よりも人に言葉で伝えるというのを大切にしていて，

広島市内のイベントとか，去年は呉のイベントにも参加させてもらって，江田島にこうい

う海友舎というお宝があるんだよというのをしゃべって伝えるように意識して取り組んで

います。 

活動が始まって２年がたったところですけれども，そういうことを繰り返していると，

最近すごくうれしいお手紙が届くようになりました。江田島出身の方から，昔，海友舎に

行ったことがあるという写真と文章とが送られてきて，すごくうれしいです。何人かいらっ

しゃって，中にはおじいちゃんが江田島出身で私は行ったことがないという県外の方から

もお便りをいただくようになって，そういう新たな江田島ファンとのつながりが最近生ま

れてきています。 

そういう４つの軸を設けて活動しています。 

具体的に今，何をやっているのかということで，月に１回，第１日曜日にお掃除，第３

月曜日と土曜日に部活動をメンバーがしています。まだ来たことがないという方は是非気

軽に遊びに来てください。 

あとは，活動資金を得るためにオリジナルグッズづくりをしていて，こういう手ぬぐい，

これはメンバーの子が書いたイラストなんですけれども，こういう海友舎グッズをつくっ

ていて，これを買って江田島にこんなすてきなところがあるよと宣伝してもらえればいい

なということもやっています。 
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活動のまとめで，私たちはぐるぐる海友舎プロジェクト，海友舎というところを拠点に

活動していて，所有者さんに協力をいただき，知事が主体となって協力関係を築きながら，

広島・呉からも通ってもらえるような若者を取り入れて，専門家，歴史好きの方にご支援

いただき活動を展開しています。今は県外の江田島好きの人とかともつながってきて，そ

ういういろいろな人とのつながりをぐるぐると輪を広げて活動を展開していければと，こ

つこつ活動しています。 

時間をオーバーしてしまったかな。すみません。以上，活動紹介を終わります。ありが

とうございます。（拍手） 

●知 事 

南川さん，ありがとうございました。ぐるぐる海友舎プロジェクト，できることから，

できる人が取り組んでいくということで，だんだんと発展している様子をお伺いできたと

思いますけれども，そもそも何でぐるぐるになったんですか。 

○事例発表者（南川）  

活動が始まる前に，2012 年の春ごろ，建物が解体されるかもという噂を聞きました。そ

こからオーナーさんに会いに行くということをして，壊されるかもというのを言ったら，

あれを残そうという仲間が結構ぐるぐると集まってきて，話を聞くと，オーナーさんもこ

れを残したいと言って，じゃ，一緒にやろうと，ぐるぐると仲間が自然と集まって活動が

始まりました。ぐるぐると仲間を増やしていこうということで，ぐるぐる海友舎プロジェ

クトという名前で活動しています。 

●知 事 

なるほどね。実は先ほど紹介もありました「瀬戸内ゴーランド」という本にその辺が詳

しく書いてあるんですけれども，南川さんも，たまたまこの海友舎の建物を発見した感じ

だったんですか。 

○事例発表者（南川） 

そうです。海友舎の建物は戦後払い下げで民間の会社が使っていたんです。なので，地

元の人にもあまり存在を知られていなくて，2012 年にその会社が撤退するというタイミン

グでたまたま私も出会って活動を始めることになりました。 

●知 事 

それを探していたというのではなくて，たまたま目にとまって，すてきな建物だと思わ

れたんですよね。 

○事例発表者（南川）  

はい。 

●知 事 

それから，どうなるんだろうという疑問を持たれたんですか。 
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○事例発表者（南川） 

取り壊されるかもという噂があったので，その噂を確かめようと思って。 

●知 事 

最初は一人で，ですか。 

○事例発表者（南川）  

仲間にも何人か声をかけて。 

●知 事 

最初はオーナーさんも分からないという感じだったんでしたっけ。 

○事例発表者（南川）  

オーナーさんは，今，呉に住んでいる方なので，なかなかすぐ連絡が取れなくて，知り

合いを経由して何とかつながって，実際にお会いすると，オーナーさん自身，すごく建物

に愛着を持っていて，残したいと。この建物を使ってくれる人を探しているという思いを

お持ちだったので，それで一緒に活動が始まりました。 

●知 事 

南川さんはもともと建築デザインを勉強されていたということもあったんだと思います

けれども，すてきな建物があって，取り壊されると聞いて，へえーそうなんだで普通は終

わりそうですけれども，だけど，オーナーさんを探して話を聞いて，オーナーさんも愛着

があると。そうなんだで終わらず，これを何とかしようかじゃないかというところで，ま

さにぐるぐると，だんだんと人の輪が広がっていったという感じですよね。 

○事例発表者（南川）  

そうですね。 

●知 事 

ごらんいただいて，南川さんはとても普通の女の子だなという感じがするんですけれど

も，まさにできる人が，建築デザインもやっているからこの価値が分かるわけですよね。

ぱっと見たときにね。また，できる人ができる人をちょっとずつ引き込んでいって，輪が

広がっていって，ぐるぐると，まさに巻き込んでいくという感じですけれども，「しまのわ」

もあって，それもうまく使ったりして，２日間のイベントで 500 人も来てもらったり，今

は定期的にイベントもやって，結構な人が，20 人，30 人の方々が来られるという感じです

かね。 

○事例発表者（南川）  

はい。毎月第１日曜日は海友舎のお掃除の日にしていて，お掃除とメンバーで運営ミー

ティングをしていて，大体 10 人前後毎月集まってやっています。 

●知 事 

すごくスーパーなことをやられているわけではないけれども，自分でできること，それ

に共鳴する人を増やしていくことによって，100 年の伝統がある，しかも海軍ゆかりの建
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物ですから，江田島にとってもすごく価値のあるものではないかと思うのですけれども，

その保存がだんだんと形になって，さらに活用されているという感じですね。 

できることをやる。やってみるということが，いかに大事かという，本当にいい例だと

思います。 

ちなみに，南川さん，お仕事は。 

○事例発表者（南川）  

デザインの仕事をしています。 

●知 事 

デザインの仕事を普段はされているわけですね。お仕事をしながら，こうやって取り組

んでくれて，江田島の宝をもう一回掘り出して，次の 100 年につないでいってくれている

という感じだと思います。 

こんなすばらしい活動をされている南川さん，若いですけれども，頼もしいですね。改

めて南川さんに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す。（拍手） 

 

事例発表② 

 

●知 事 

それでは続いて「竹炭工房おおがき」代表の大本哲朗さんにお願いしたいと思います。 

大本さんのご紹介ですけれども，大本さんが代表を務めていらっしゃいます「竹炭工房

おおがき」は，県内でも有数の生産規模を誇ります竹炭製造設備を配備されています。竹

炭の製造・販売のみならず，市が推進している体験型観光に参画して，竹炭づくりや竹細

工の体験教室を開催していらっしゃいます。 

やはり昨年開催しました「瀬戸内しまのわ 2014」で「絵下山のろしリレー」にもご参加

をいただいたということです。 

今日の発表のテーマは，「無いものねだり？有るもの活用！～「竹炭工房おおがき」を活

かす～」です。それでは，大本さん，よろしくお願いします。（拍手） 

○事例発表者（大本） 

こんにちは。今，紹介いただきました大本哲朗でございます。大柿町柿浦に住んでおり

ます。今日は，先ほどの南川さんをはじめ，大柿高校，大柿中学校の若い人たちに混じっ

て発表させていただきますけれども，そちらの席の皆さんは私と同年代の方が大勢いらっ

しゃるので，ちょっと安心しているところでございます。 

今日，私が皆さんにお伝えしたいことは２つございます。まず１つは，「竹炭工房おおが

き」を理解していただき，さらに竹炭製品をよく分かっていただいて，たくさん使ってい

ただくということ。それから，２つ目，私が今やろうとしていることは，多くの皆様のご

意見をいただき，あるいは一緒にやっていかなければ実現できないことなので，今日ご出
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席の皆さんのところに後日お伺いしたときに，あのときしゃべっていたやつか，それなら

話を聞いてやるわ，ついでに協力してやるわというようなことを期待しております。ひと

つよろしくお願いいたします。（拍手） 

テーマは，先ほどもご紹介いただきましたけれども，「無いものねだり？有るもの活用！

～「竹炭工房おおがき」を活かす～」ということでございます。 

私は，長い出稼ぎを終えて，実は３年前にふるさと江田島に帰ってまいりました。いわ

ゆるＵターン組でございます。 

江田島にはないものもたくさんあります。例えば職場環境であるとか，あるいは公共交

通の利便性，教育環境といったものです。一方では優れたもの，いいものもございます。

海であるとか，山であるとか，自然に恵まれて，さらにその海産物とか，花，果物，野菜

などの豊富な一次産品もございます。そして，海上自衛隊関連の設備を含め，あるいは神

社仏閣などの歴史的な建造物も数々ございます。そして，何よりも江田島に住む，江田島

をこよなく愛する人々がいるということではないかと思います。 

本日の発表内容についてあらかじめご紹介しますけれども，竹炭工房をご存じない方も

たくさんいらっしゃると思いますので，「竹炭工房おおがき」のご紹介をさせていただきま

す。続きまして，なぜ「竹炭工房おおがき」なのかということをお話しさせていただき，

最後にこれからの夢と課題についてお話をして閉めさせていただきたいと思います。 

竹炭工房おおがきは，広域合併をする５年前，大柿町の時代に設立されています。既に

15 年を過ぎたわけですけれども，15 年前には，当時から竹害といいますか，竹害が出てき

ていて，それを阻止するために竹を伐採して，伐採した竹を有効に活用しようということ

で設立されたと聞いております。 

その設備は，県内でも有数の規模を誇る設備だと。 

あまり写真が大きくないのですけれども，こちらの写真の中心にございます竹炭である

とか，あるいは竹酢液といったようなものを用途別に約 50 種類の商品をつくっております。 

所在地は，多分ご存じない方が多いと思いますが，大柿町大原 5093－1 です。地図で示

すと新宮八幡宮から陀峯山に入る入口の道路を入っていって，深江に向かって大体 1.5 ㎞，

そこの左手にございます。ここは，ごらんのとおり非常にすばらしいところです。360 度

大パノラマの陀峯山であるとか，歴史ゾーンと書いていますけれども，能美城址とか，薬

師堂とか，宝持時寺とか，明慶寺とか，そういった史跡あるいは神社仏閣がたくさんある

ゾーンもすぐそばに控えております。それから先ほど紹介もありましたけれども，オリー

ブ園がこの竹炭工房の南側にございます。それと，皆さんご存じかどうか分かりませんけ

れども，広島県で最も低い山と言われている茶臼山がここにございます。標高 11m のよう

です。 

このように自然，あるいは史跡だとか神社仏閣に恵まれた地域の中心に「竹炭工房おお

がき」はあります。 
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それでは，竹炭のつくり方，その設備を併せてご説明します。 

まず，竹藪からとってきた竹を１m の長さに切断します。その１m の長さに切断した竹を

幅 5 ㎝の竹に割っていきます。割った竹の節をなたで取り落とし，取り落とした竹を 1 束

大体 10 ㎏の束に自動結束機で束ねていきます。束ねたものを，そのまますぐ炭化するので

はなくて，炭の品質をよくするために，竹の水分を減量します。あるいは，竹の中に含ま

れている油分を脱脂します。その脱脂する工程は，燻煙釜というのがここにありますけれ

ども，この燻煙釜に約５トン入れて，1 ヵ月連続的に火をたいて燻煙にします。燻煙釜か

ら出したものは，さらに 1 ヵ月自然乾燥させます。それでやっといい竹炭ができる条件が

そろったということで，炭化工程に入ります。竹炭工房おおがきには炭化するための調整

釜が２機ありますけれども，１機当たり 2 トンの竹が入ります。その炭化工程で約２週間，

加熱と冷却の工程をかけて，やっと竹炭ができるわけです。全工程でいくと，大体 3 ヵ月

の時間をかけて竹炭をつくるわけです。 

竹炭の活用についてはいろいろございますけれども，既にご存じの方が多いと思います。

除湿効果，湿度調節効果，それから消臭効果，あと，水のカルキ分，塩素分を吸着する効

果があります。それを応用して，床下に布設するとか，あるいは部屋とかトイレとかに置

いて消臭をする。さらに，下のほうにありますけれども，先ほどのカルキだとか塩素を吸

着する効果を使って，金魚鉢の水をきれいにしたり，炊飯器に入れてご飯をおいしくたい

たり，お風呂に入れたりということで使われます。 

竹炭と竹酢液の使い方については，表に出られたところに書いたものを何枚か置いてあ

りますので，興味のある方は是非お持ち帰りいただければと思います。 

続きまして，なぜ「竹炭工房おおがき」なのか。まずは，「竹炭工房おおがき」からと言っ

たほうがいいのかも分かりませんけれども，ご紹介します。 

私は先ほど申し上げましたように３年前に定年退職して江田島に帰ってきました。定年

退職を前にして，何があっても 60 歳で退職して，体力，気力，知力がある間にふるさと江

田島のために寄与することを何かやろうと決めていました。この下にあるのは，その当時

に作った計画書の中の部分です。将来に夢を描ける江田島を創造するために頑張りたいと

いったようなことを当時は思っておりまして，今もそのつもりでおります。そのために計

画書を作りました。作る段階では，地元の人たちといろいろ話をしたり，あるいは江田島

市だとか，図書館に行って調べて，調査をして作ったわけです。だけど，実際に江田島に

帰ってきて驚いたのは，現状把握というのが随所に違いがございまして，計画の見直しを

せざるを得なくなった。それで，あわてて各種の地域団体に参画して，情報収集だとか，

人脈構築に奔走している最中です。 

その活動の一つが「竹炭工房おおがき」でございます。 

具体的には昨年４月から本格的に参加して，およそ１年でございます。この竹炭工房で

やってみたいことは，具体的には「竹炭工房おおがき」の知名度を上げて，竹炭製品を大
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いに使ってもらい，就業機会を増やして，そこを活気と笑顔のあふれる場所にしたい。と

同時に，先ほどもちょっと場所を紹介するときに申し上げましたけれども，周辺の自然を

もっと生かしていきたいということで，ここの赤い道路，新農道ですか，立派な道路がつ

いていますけれども，ここを，今は恐らく夜中にイノシシが歩くイノシシ道路になってい

ると思いますが，この沿道に季節の花を植えて花街道にするとか，先ほどのオリーブ園に

行く道でございますので，この沿線に例えばオリーブを植えてオリーブの道にするといっ

たことを実現したいと思っております。 

それと周辺の自然や史跡といったようなものを組み合わせて，いろいろな楽しみ方がで

きるトレッキングコースにもしたいと思っています。 

そういったことをやって，地元の方だけでなく，観光客の皆さんにも楽しんでいただけ

る地域にしたいと思っています。 

次のステップでは，既にもう地元の方々でやっていらっしゃる方もいるようですけれど

も，地元産品を活用した６次産業化の実現でございます。あるいは，少子高齢化への対応

と書いていますけれども，特に高齢化対策ということで，地域コミュニティーの充実によっ

てお年寄りの孤立を防ぐ。あるいは旧商店街を復活して，買い物難民をなくするというこ

とを目指しています。 

現在は柿浦の常設コミュニティーサロンで「笑福亭」というのがございますけれども，

そちらに参加して勉強中でございます。 

今，申し上げたうちの６次産業化のビジネスモデルについてちょっとご紹介しますと，

ここは江田島のエリアにある農業であるとか，漁業であるとか，竹炭は付け加えています

けれども，こういうフィールドがございます。それらの一次産品を集めて，複合，健康，

安全といったことをキーワードにして新たな商品を開発して，地元でつくって販売する。

販売も，卸とか店舗販売，インターネット販売，宅配とか多岐にわたる販売ルートも確保

していければと思っています。 

今，実際に商品のテーマはございますけれども，まだまだ不確定なところがあるので，

いろいろな方ともご相談しながら，知恵を借りながら，完成させていければと思っていま

す。 

この内容とは外れますけれども，江田島には経営資源でいうところの人と物はあります。

あるといっても，いいものもあれば，悪いものもありますけれども，これらをうまく組み

合わせて複合化，複合商品にすることによってひと味違ったもの，魅力が引き出せるんじゃ

ないかと思います。そこには，当然皆さんの経験なり知恵なりが必須でございます。 

経営資源の一つである金については，その一部を今日ご出席の県知事様，あるいは江田

島市長様，あるいは国にお願いすることもあると思いますけれども，一部をお願いする格

好です。これが私の考えている成功の鍵，経営となります。 

本日の発表にもありますし，前回の発表にもありますけれども，既に江田島の各地で変
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化・変革ののろしが上がっています。この機会に皆様と一緒に，真の江田島と書いていま

すけれども，恵み多い「恵多島」にして，笑顔あふれる「笑多島」というものを実現して

いければと思っております。以上で終わります。本日はどうもご清聴ありがとうございま

した。（拍手） 

●知 事 

大本さん，どうもありがとうございました。３年前にＵターンされたということですけ

れども，Ｕターン前はどちらにいらっしゃったのですか。 

○事例発表者（大本）  

ほとんど東京です。東京に勤めていて，一時期 2 年間ほど上海に行ったりはしていまし

た。 

●知 事 

ちなみに，お仕事はどういう分野ですか。 

○事例発表者（大本）  

電気メーカーの製造販売業の中で設計から商品開発とか，販売まで広く経験させてもら

いました。 

●知 事 

なるほど。江田島には，会社を卒業したら戻るんだというのは，いつごろから考えてい

らっしゃったのですか。 

○事例発表者（大本）  

30 代の中頃ですかね。そのころにも一度，子供の故郷を江田島にしようということで，

いったん会社に無理を言って，こちらのほうに一時期帰らせてもらって，家族を一緒に連

れて帰りました。 

●知 事 

実際，お子さんはこちらで学校に行かれたんですか。 

○事例発表者（大本）  

そうです。小学校，中学校まではこの島で過ごしました。 

●知 事 

かなり計画的に進めていらっしゃいますね。 

○事例発表者（大本）  

そうですね。家族にとってそれがよかったのか，悪かったのかは別にして。 

●知 事 

30 年前から子供の故郷にした上で，30 代ですから，約 30 年前ですね。その計画どおり

戻ってこられて，そして，今，江田島の発展のための事業計画を作られている。お仕事を

していると，いろいろなスキルが身につきますけれども，農業をやっていればトマトのつ

くり方とか，キュウリのつくり方とか，漁業をやっていれば，どこのポイントに魚がいる
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とか分かるわけですが，サラリーマンとして，会社勤めをしていろいろな計画をつくった

り，営業したり，そういうスキルをまさにフル活用されて，今，江田島計画をつくってお

られるのかなと思います。夢をしっかりつくられて，やりたいことをつくられて，今，進

んでいらっしゃいますが，どうですか。人脈づくりとおっしゃっていましたけれども，一

歩ずつ近づいている感はありますか。 

○事例発表者（大本）  

そうですね。今日ご出席の皆さんの中には，既にいろいろとご協力いただきながら，教

えていただきながらやったりしていますし，一歩ずつ前進しているものと思います。 

だけど，これから後，さらに皆様の絶大なるご指導をいただかなければいけないし，ご

支援もいただかなければいけないと思っています。 

●知 事 

あるものを活用していくということで，例えば竹も，もちろん竹害というお話もありま

したけれども，ただ山に生えていれば，最近はびこってしまって害になるものですよね。

ところが，それを切って手をかけてやると，すばらしい，いろいろな効用のあるものになっ

ていく。 

ほかにはどんなものがありそうですか。 

○事例発表者（大本）  

さっきも話しましたけれども，江田島にあるいろいろなもの，単品で何かをするという

のではなくて，それらを組み合わせることによって江田島らしい何か魅力あるものができ

るんじゃないかと思っています。具体的にはちょっと，あるにはあるんですけれども。 

●知 事 

ここでは言いにくいですか。 

○事例発表者（大本）  

いえいえ，例えば一次産品の野菜で，収穫して比較的鮮度を保つのが難しいものを加工

して，加工するときにも竹炭の粉を使うとか，まだ具体化していませんけれども，シーサ

イド温泉能美の源泉を使って塩をつくって，その塩と，さっき言ったようなものをうまく

組み合わせて加工食品をつくるといったようなこともありなのかと思っています。 

●知 事 

本当に大本さんはビジネスをやってこられたので，そういう切り口からいろいろなアイ

デアが出てくるのではないかと思いますが，今日柳川水産さんに行ったと申し上げました

けれども，柳川水産さんも，牡蠣を加工して，やっぱり漁業者の方がとったばかりの牡蠣

は全然違うと。何とかそのフレッシュなのを閉じ込める形で加工品にしたいとおっしゃっ

ていて，そのときは，今，江田島で取り組んでいるオリーブを使って，何とか江田島のも

のでそれをつくりたいとおっしゃっていましたけれども，そういういろいろな物を組み合

わせて，最後は海友舎で食べたりして，何かすてきな組み合わせが，見るといっぱいいろ
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いろなものがある。それを組み合わせていくと，ここにしかないものが実はたくさんある

んじゃないかと思います。それを具体的な計画に移していくのは大本さんが，数字まできっ

ちりとつくってやっていただけるのではないかという気がいたします。 

たくさんの江田島の宝を発見して，それをまたこれから，退職後も長いですから，是非

実現していただきたいと思います。 

それでは，大本さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。（拍手）ありがとうござ

いました。 

 

事例発表③ 

 

●知 事 

 続きまして，県立大柿高校２年生の山田直弥くんにお願いしたいと思います。山田くん

がキャプテンを務めている大柿高校硬式野球部は，昨年まで部員が１名でした。１名とい

うことは，山田くん１人だということですよね。新年度になって１年生が入部したことに

より活動が活発化して，音戸高校との連合チームで６年ぶりに夏の高校野球の大会に復帰

されました。初戦敗退でしたけれども，最後まで決してあきらめない全力プレーで多くの

方々に感動を与えました。 

 発表のテーマは，「大柿高校野球部復活！～部活を通して地域をもっと元気に！～」です。 

 それでは，山田くん，お願いします。（拍手） 

○事例発表者（山田） 

皆さん，こんにちは。僕は大柿高校野球部２年生の山田直弥です。本日はよろしくお願

いいたします。 

この写真は，一番左が野球部顧問の井上美治先生です。去年の４月に大柿高校に着任さ

れ，僕たち野球部のために毎日頑張ってくださっています。その隣が僕です。僕の隣が１

年生の山下くん，その隣が１年生の槙本くんです。このように僕たちは今，部員３人とい

う少ない人数で試合に向けて練習をしています。 

僕が１年生のときは，部員はたった１人，自分だけでした。大柿高校野球部としては１

人でしたが，その当時，音戸高校では校舎の建て替えが行われており，音戸高校のグラウ

ンドにプレハブ校舎が建てられていたため，音戸高校野球部の練習ができなくなっていま

した。そのため，音戸高校の野球部が大柿高校のグラウンドを借りて練習をするようにな

りました。そのとき，僕が一人で練習していると，一緒に練習しないかと声をかけてもら

い，１年生の夏から大柿高校のグラウンドで音戸高校野球部の練習に参加させてもらうよ

うになりました。 
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１年生のときには夏の県大会に出場できませんでしたが，２年生になり，部員は３人に

増え，音戸高校野球部と連合チームを結成することで，夏の大会への出場が決まりわくわ

くしていました。この写真は壮行式のときの様子です。 

校長先生の激励の言葉です。 

これは，生徒会からの激励の言葉です。 

壮行式で，僕は，それまでやってきたことを精一杯出し切って，まずは７月 12 日の県大

会の初戦に勝つために頑張るという気持ちで，壮行式の場に立っていました。 

そして，7 月 12 日，県大会の初戦が始まりました。会場は呉市の二河球場でした。対戦

相手は近畿大学附属福山高校でした。聞いたところによると，大柿高校としては６年ぶり

の夏の大会への出場でした。大柿高校は，以前は 3 回戦進出までが精一杯だったところが，

1988 年，昭和 63 年にはベスト 16 に入り，1989 年，平成元年には夏の県大会で決勝まで進

み，今回の対戦相手である近畿大学附属福山高校に負けて甲子園出場ができなかったそう

です。このたびは再びその因縁の対決となりました。 

スタンドにいる大柿高校の生徒たちや保護者，先生方，同窓会の方々の応援が聞こえた

ときはとてもうれしく思い，絶対にヒットを打つんだと強く思いながら打席に立ちました。 

守備では，声でチームを盛り上げ，集中して一つ一つのアウトを大事に取りに行きまし

た。 

結果は，大きな差をつけられて負けました。とても悔しい思いで，つい涙がこぼれてし

まいました。この思いを胸に，今年こそは絶対に勝ちたいと思って今の練習に取り組んで

います。 

県大会が終わって少し経った 8 月 21 日には，広島の並木学園高校野球部との合同練習を

本校グラウンドで行いました。普段は少ない人数の中で練習をしていますが，このときは

人数も多く，試合形式の練習ができ，自分にまだ足りていないところなどをよく知ること

ができ，とても刺激を受けました。 

また逆に，土日を利用して顧問の井上先生の車で呉三津田高校のグラウンドで練習をし

たり，熊野高校のグラウンド，その他いろいろな学校に行って，合同で練習や試合をさせ

てもらっています。 

この写真は大柿高校で取り組んでいる普段の練習の様子です。練習はもちろん決して楽

なものではないけれども，去年負けた悔しさを糧に頑張っています。 

グラウンドで練習していると，地域の方々が見てくださったり，声をかけてくださいま

す。僕は大柿高校の野球部として頑張ることで，自分を鍛えるとともに，地域の皆様方を

元気づけたいと思っています。そして，将来は地元江田島市のために役立つ仕事に就きた

いと思っています。これからも大柿高校野球部の応援をよろしくお願いします。 

以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 
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●知 事 

山田くん，ありがとうございました。1 年生のときは１人だったんですよね。 

○事例発表者（山田）   

はい。 

●知 事  

ということは，山田くんが入る前は誰もいなかったということなのかな。 

○事例発表者（山田）   

はい。 

●知 事  

その前の卒業生には野球部はいたの。 

○事例発表者（山田）   

いなかったと思います。 

●知 事  

じゃ，山田くんが１人で野球部を復活させたんですか。 

○事例発表者（山田）   

はい。野球部をしないかというふうに声をかけていただいたときに，野球ができるなら

やってみようという気持ちで，野球部に。 

●知 事  

なるほどね。今年は２人増えて３人に。３倍増ですよ。 

○事例発表者（山田）   

はい。 

●知 事  

夏の大会に出ることができて，そして，校長先生と，それから生徒会に激励をもらいま

したね。 

○事例発表者（山田）   

はい。 

●知 事  

どんな気持ちがしましたか。 

○事例発表者（山田）   

まさか生徒会からも激励をもらえるとは思っていなかったので，とてもうれしく，その

ときは絶対に勝つんだという強い気持ちでいました。 

●知 事  

そうですよね。すごく強い高校だったら，それでも県大会のときに激励はしてくれない

ですよね。甲子園に行くといったら激励してくれますけれども，生徒会と校長から激励を

受けられるという，小規模校ならではのことでもあると思うのですけれども，それにして
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も１人で１年間よく歯を食いしばって頑張ったね。 

○事例発表者（山田）   

ありがとうございます。（拍手） 

●知 事  

そうですよね。１年生が入ったときは，うれしかったでしょう。 

○事例発表者（山田）   

はい。とてもうれしかったです。 

●知 事  

１人ではできないと思うのが普通ですよね。だけど，１人でもやりたいということで情

熱を持って取り組んで，そして，合同チームで，たまたま音戸高校が来ていたというのも

あると思いますけれども，最終的に合同チームで夏の試合に出られて，点数を聞くと，か

なり大差だったみたいだけど。 

○事例発表者（山田）   

はい。 

●知 事  

でも，そういうことが問題じゃないよね。見たら，近大福山はデカくて，人数も多いし，

でも，そうやって，まさにできることをあきらめないで頑張る。それが出場するという目

標につながったし，いろいろな発見にもつながったのではないかと思います。僕らも見習

わなければいけないと思います。すぐにあきらめない。大事なことだと思います。 

そして，将来は江田島のために働きたいと。具体的に目指しているものがあるんですか。 

○事例発表者（山田）   

江田島市のために役に立ちたいというのはあるんですけれども，まだ具体的には決めて

いません。 

●知 事  

なるほど。もうすぐ３年生になるわけだから，これから進路のほうも頑張ってほしいと

思います。頼もしい山田くんでした。皆さん，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③ 

 

●知 事  

それでは，今，10 分押しで進んでいます。申し訳ありません。最後の発表です。 

江田島市立大柿中学校２年生で生徒会長の小迫玲奈さんと，副会長の山野昭穂さんにお

願いします。 

２人が通われている大柿中学校は，ボランティア活動として道路や河川の清掃活動，花
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植えの活動を行って，地域の方々と一緒になって学校周辺の美化活動に努めていらっしゃ

います。 

また，アダプト活動，アダプト活動というのは，まさに今のような道路とか河川，これ

は普通行政がやりますけれども，住民の皆さんにやっていただくことをアダプト活動と言

いますけれども，明るい挨拶を交わして，楽しく地域の方とコミュニケーションをとりな

がらきれいなまちづくりや学校づくりを進めておられます。 

発表のテーマは，「ありがとうの輪～柿中の自慢・生徒会活動を地域へ～」です。それで

は，よろしくお願いします。（拍手） 

○事例発表者（小迫） 

私は大柿中学校２年の小迫玲奈です。 

○事例発表者（山野）   

私は大柿中学校２年の山野昭穂です。お願いします。（拍手） 

○事例発表者（小迫）   

「ありがとうの輪」 

今年度の大柿中学校生徒会は，感謝を言葉に「ありがとう」でつなげる生徒の輪という

スローガンを掲げ，活動を行っています。 

 このスローガンには，「ありがとう」という言葉を通してあたたかい心を持った生徒の輪

を広げたいという願いを込めています。 

 学校では，時を守り，場を極め，礼を正すという三原則を徹底しています。この三原則

の意味は，一つ目，自ら考え，判断し，行動し，自己の責任を果たせる生徒。二つ目，仲

間や周りの人に感謝し，進んで友達や社会に貢献しようとする生徒。三つ目，夢や目標に

向かって仲間と協力する生徒の三つの意味が込められています。 

 今日はこの二点のことについてお話しします。 

 一点目は，大柿中学校の生徒は挨拶をすることが身についており，校内，校外関係なく，

すれ違った人に挨拶をすることです。現在，その挨拶のレベルを上げるため，立ち止まり

挨拶に取り組んでいます。そのポイントは，「ぴたっと止まる」「自分から」「笑顔で」の３

つです。この運動は，挨拶の達人を目指す取り組みです。この取り組みを広げることとし

て，2013 年からあいさつ運動５days を始めました。2014 年からは１クラス減って，あい

さつ運動４days として今も続けています。 

 あいさつ運動５days，４days は，クラスごとに決められた曜日の朝に正門で地域の人や

登校する生徒に挨拶をします。そして，一番挨拶ができたクラスを表彰するという月に１

回の行事です。 

また，生徒だけでなく，保護者も年に３回，PTA あいさつ運動を行っています。このよ

うに大柿中学校は保護者とともに，挨拶で学校を明るく，元気にし，地域ともつながって，

よりよい学校をつくっていこうと努力しています。 
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○事例発表者（山野）   

二点目は，大柿中学校では年間を通して様々なアダプト活動に取り組んでいます。地域

の清掃を中心に，花植えなども行っています。 

清掃活動では，祭りの後に地域の方々と一緒に祭礼後清掃をしています。また，小中高

合同で行ったり，地域の方と一緒に行ったりするなど，地域をきれいにするとともに，交

流を深められるとてもよい機会になっています。学校内でも保護者の方々と草抜きなどの

清掃を行うこともあります。野球部では月に１回，朝の練習のときに学校の周りの清掃を

積極的に行っています。花植え活動では地域の方々からいただいた花の苗を大切に植えて

います。昨年度からはアダプト活動区間に「ポイ捨てゼロード」という愛称をつけ，看板

を設置しました。これは，明るくきれいな環境を自分たちが責任を持ってつくるための決

意です。これからポイ捨てゼロードのガードレールなどの清掃，草取り，ごみ拾いの徹底

をしていきます。このように大柿中学校は常に地域とつながり，協力しながら活動してい

ます。これからも，これらのことを継続して，取り組みを進めていこうと考えています。 

そして，地域との交流を続け，地域の方にも「ありがとう」と言っていただける，また，

生徒同士でも「ありがとう」と言葉をたくさん交わす学校にしていきたいです。ご清聴あ

りがとうございました。（拍手） 

●知 事  

小迫さん，山野さん，ありがとうございました。ちなみに，今，２年生は全部で何人ぐ

らいいるんですか。 

○事例発表者（山野） 

２年生は２クラスで 41 人です。 

●知 事  

今の２年生が４月から３年生になっていくということだよね。生徒会はいつまでやるん

ですか。 

○事例発表者（山野） 

来年の 11 月の文化祭です。 

●知 事  

そこで交代になるわけね。 

○事例発表者（山野） 

はい。 

●知 事  

じゃ，まだまだこれからだね。大柿中学校でこのアダプトとか，挨拶とか，地域の皆さ

んはむしろおなじみなんじゃないかと思いますけれども，こうやって生徒の皆さんが自分

たちで自主的に取り組んでくれているというのはすごくうれしいことではないかと思いま

す。お二人も，すごくはきはきした発表でしたけれども，いつも発表はよくするんですか。 
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○事例発表者（山野）  

発表は，朝の生徒朝会などでしたりします。 

●知 事  

そういうものの積み重ねがいろいろなことの練習になっているのかな。江田島議会でも

しっかりしゃべってくれそうな，すごい質問が出てきそうな感じですけれども，これから

また３年生になって次の進路を考えるタイミングだね。何か考えているんですか。 

○事例発表者（小迫） 

まだあまり考えていません。 

●知 事  

山野さんはどう。 

○事例発表者（山野） 

まだ決めてはいないけれども，行きたい高校はちょっとずつ考えています。 

●知 事  

みんなの前で発表するのは恥ずかしいよね。しっかりと考えて，これから 1 年間頑張っ

てほしいと思います。ちょうど 1 年後が受験ですからね。頑張ってくださいね。 

本当に明るくはきはきしたお二人で，大柿中学校も頼もしいなと感じました。それでは，

生徒会長の小迫さん，副会長の山野さんに，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） 

○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，

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  

改めて今日の発表者の皆様，本当にありがとうございました。今日の発表も，皆さん本

当にすばらしかったなと思いますけれども，江田島もそうだと思うのですけれども，過疎

地域で，うちは何もないと。地域の住民の皆さんも高齢化が進んで年寄りばっかりだとか，

いろいろなお話がありますけれども，今日はたくさんの宝があるんだというお話で，しか

も，それを実際に活用していく。それが日常から遠い向こうの，誰か有名人みたいな人が

やっているとかではなくて，とてもごく身近な，お仕事をされている，ごく普通の，といっ

たら失礼ですけれども，頑張っておられるのですけれども，若い女性だったりとか，ある

いは会社勤めを退職された方とか，そして，１人でも夢に向かって突き進む力を持った若
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者であるとか，それ自体も僕は宝ではないかと思います。あきらめないこと。人ごとだっ

たりすると，実際には動かないかもしれないですよね。それを，自分ができること，誰に

でもできることは必ずあると思うんですけれども，自分ができることを実際にやってみる。

できることができることだけで終わったら変わらないと思うんです。できることをやって

みることによって，何か大きな変化が起きていきますし，最後はぐるぐる回ってたくさん

の人が巻き込まれて大きな変化につながっていくんじゃないかな。それが県全体の中で多

くの方々がそのぐるぐるに巻き込まれて，自分がぐるぐるをつくったり，ぐるぐるの中に

飛び込んでいったりすることによって，広島県全体が，もちろん江田島市全体が大きな変

化を生んでいくのではないかと感じましたし，改めて今日はそれを実践しているというお

話をお伺いすることができて本当によかったなと思います。 

是非，また明日から，この会場に来ていただいた皆様にも，日常生活あるいは職場の中

で，あるいは学校の中でできることがあるんじゃないかな。それを是非発見して，考える

だけじゃなくて，実際に取り組んでみていただけたらと思います。 

今日をきっかけにこの挑戦の輪が広がることを期待しております。 

そして，最後に一つ，今日の発表とは別のお話なんですけれども，一つお願いがござい

ます。 

広島県では，安心な暮らしづくりということをやっていますが，その中の一つにがん対

策日本一の実現というのを目指しています。実はこのがんというのは，今は治る病気になっ

てきています。ところが，治るためには，まず早く見つける。つまり，早く見つけてしっ

かり治すということがとても大事です。 

早く見つけるためには何が必要か。がん検診が必要なわけであります。早く見つかると，

本当に治る確率は劇的に高くなるんですけれども，健康であるからこそ，是非検診を受け

ていただきたいと思っております。 

今，デーモン閣下が「広島県民はなぜ受けぬのか」というのをやっていると思いますけ

れども，閣下ダイヤルというのもつくっておりまして，がん検診を受けたいんだけど，ど

うしたらいいのか分からない方もいらっしゃるのではないかと思います。この閣下ダイヤ

ルに電話をかけていただくと，江田島市のがん検診の担当者につながるようになっていま

すので，是非お気軽にご相談をいただきたいと思っております。そして，何よりもどうやっ

たら検診を受けられるのか分かっている方は受けてください。よろしくお願いします。 

以上であります。本日は本当にお忙しいところ，ありがとうございました。（拍手） 

もう一度，発表者の皆様に大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。（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にて
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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。ありがとうございました。（拍手） 

 


