
第 10 回県政知事懇談 

 

湯﨑英彦の地域の宝 
チャレンジ・トーク 

（三次市） 
 

と き 平成 2７年 6 月６日（土） 

ところ みよしまちづくりセンター ぺぺらホール 

 

 

 

            目    次            頁 

開  会 ··············································································· 1 

知事挨拶 ··············································································· 1 

事例発表者紹介 ······································································ 2 

事例発表① ············································································ 3 

事例発表② ··········································································· 11 

事例発表③ ··········································································· 16 

事例発表④ ··········································································· 21 

閉  会 ·············································································· 25 

 

 

広  島  県 



 － 1 － 

開  会 

 

○司会（豊田） 

皆様，大変長らくお待たせをいたしました。 

ただいまから「湯﨑英彦の地域の宝チャレンジ・トーク」，平成 27 年度，記念すべき第

１回目を開催したいと思います。 

私は，広島県広報課，豊田と申します。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。かく言う私も，こういった司会は初めてのチャレンジでございます。

どうかよろしくお願いいたします。（拍手） 

 

知事挨拶 

 

○司 会 

それでは初めに,湯﨑英彦広島県知事がご挨拶申し上げます。 

 

●知事（湯﨑） 

皆さん，こんにちは。（「こんにちは」の声あり）栄えある第１回をここ三次で開催させ

ていただくということになりまして，本当にありがとうございます。 

今日は土曜日ということで，お休みの方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いま

すけども，本当にたくさんの皆様お集まりいただいて，ありがとうございます。 

今年度第１回なんですけども，三次では４回目になります。平成 22 年，23 年，24 年と

ございまして，少し飛んで今年ということになりました。 

この会，最初，初回のときには 10 人ほど市民の皆様にお集まりいただいて，いろんな

いいこと，あるいは課題とかディスカッションさせていただいて，２回目からは地域の皆

さんにいろんなチャレンジを発表していただきました。本当にもう毎回，こんなすばらし

いことをされているんだなというのをお聞かせいただいて，県庁の我々はもちろんですけ

れども，地元の皆さんも，改めて「ああ，よかったな」というふうに思われて帰られるこ

とが多いんで，今日も発表者の皆さん来ていただいていますけども，とても楽しみにして

います。 

これも，塵も積もればということもありまして，実はこのチャレンジ・トークというか，

今，申し上げたこの「宝さがし」から始まって，各地で開催しているこの懇談会が，前回

までで 63回やりまして 519人の人が発表いただいているんですね。もう随分になったなと。

ご来場の方も 7,680 人ということで，本当に積み重なってきています。県政にとっても，

その中で出てくるいろんなお声，これ一つ一つの声というか，一つ一つのご意見がどうの

こうのということよりも，それをまとめたような形で，昔，味噌樽と言っていたんですけ
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ど，最近だと，塩こうじとか何かそういうものかもしれません。だんだん熟成して，おい

しくなってきているような気がします。 

今日は，この会場に来る前に３カ所ほど市内を訪問させていただきました。最初は，三

良坂を訪問させていただいて，本当はこれ絵が出るはずなんです。すいません。スタッフ

もみんな初めて，なわけじゃないんですけど（笑い），さっきの絵，もう早速出ているわ

けですね。さっき訪問させていただいたときの写真ですけれども，ここ，三良坂音頭をサ

ンバ調にリメイクをして，世代を越えてさまざまな人がイベントで踊れるようにというこ

とをやってらっしゃるんですね。今日，発表もいただきます。これこれ。ちょっと今と着

ている服が違うんですけど，これはまた後でご説明をしますが，こんな感じで踊っており

ます。意外にいけるねえ，これ。（笑い）そうなんです。私も踊りました。はい，そうで

すね。決まりましたね。子供たちもとっても楽しそうで，はい。 

次は，その後，吉舎へ行って，町内のデニム工場から提供される端切れを活用した地域

ブランド開発というのをお話をお伺いして，こうやってお店を訪問させていただいて，こ

れね，これ，ご存じですか。田中写真館。これ，すごいすばらしい昭和の初めの建物なん

ですけど，こうやって吉舎を，すみません，何か楽しんでいるようで。いや，楽しみまし

たけど，こういう感じで，これだけ見ると何かデートしているみたいですね，何か。これ，

Ｘａ104 に訪問させていただいて，このデニムの説明をいただきました。 

そして，何とこれ，今これ着ているんですけど，これデニムでつくったやつで，僕のサ

イズを推測して合わせてつくっていただいたんですよ。これ，着ているでしょう。かっこ

いいですね。ありがとうございます。ということで，素敵なものがたくさんありました。

ぜひ，もし行ってらっしゃらない方がいたら行っていただきたいなと思うんですが，そし

て，その後，トレッタみよしに行ってまいりました。すごく賑わっていて，もう新しい三

次の名所だなというのを実感しましたけれども，これがどんどん輪が広がって，いろんな

お野菜とかいろんな製品が売られていますけど，これでたくさんの方が三次の産品を買っ

ていただければ，触れていただければというふうに思いました。 

ということで，今日は４組の皆様に事例発表していただきます。これから，２時 40 分

ぐらいまでの時間になりますけれども，最後まで，是非ごゆっくりお聞きいただければと

思いますので，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。それでは，知事，檀上のほうへ。 

 

事例発表者紹介 

 

○司 会 
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それでは，本日の事例発表の皆さんをご紹介いたします。発表者の皆さんは，檀上へお

上がりください。（拍手） 

それでは，ご紹介させていただきます。右から，皆さんに向かって左から，三次の新し

いご当地グルメ三次唐麺焼による地域おこしに取り組まれている三次商工会議所青年部の

梵大英さんです。（拍手） 

続いて，ダンスを通じて三次を元気にしようと活動されているダンススクール「プリン

セスカーニバル」の代表，岡本真由美さんです。（拍手） 

続きまして，商店街での書道パフォーマンスなど，地域のイベントへ積極的に参加して

地域活性化に貢献をされている県立日彰館高等学校書道部の永富早紀子さん，岡永真衣さ

んです。（拍手） 

アメリカジョージア州のアメリカス市へのホームステイ事業を通じてグローバルマイン

ドの育成を図っている市立甲奴中学校の生徒会役員，田村汐璃さん，林太秋さん，平本友

乃さん，宮地輝さんです。（拍手） 

どうもありがとうございました。事例発表の皆様は，一旦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，早速始めさせていただきたいと思います。今日事例発表していただく４組の

皆さんですけども，地域であるとか職場あるいは学校で，積極的に活動してさまざまな挑

戦をされていらっしゃる方々です。 

最初の発表は，三次商工会議所青年部の梵大英さんにお願いをいたします。 

改めて梵さんのご紹介ですけれども，僕が紹介するまでもないかもしれませんけれども，

一応させていただきますと，梵さん，三次商工会議所青年部に所属されておられまして，

この商工会議所青年部では，三次の新しいご当地グルメとして，三次唐麺焼を開発されま

した。 

昨年度，広島で一番おいしいご当地お好み焼きを決める「てっぱんグランプリ」，これご

存じですよね。これで見事優勝を果たされました。今ではもう三次を代表する食として定

着して，地域振興に貢献されているところであります。 

今日の発表のテーマは，「麺でつながる中国やまなみ街道」です。 

それでは，梵さん，よろしくお願いします。（拍手） 
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○事例発表者（梵）  

「殿！三次藩，浅野長治公の末裔，あぐり姫の血を受け継ぐ三次商工会議所青年部，商

人と坊主どもがお好み焼きの一揆を起こしたでござる，ござるー！」ということでお願い

します。（拍手） 

まずはＤＶＤをごらんください。 

（ＤＶＤ観賞） 

○事例発表者（梵）  

ありがとうございました。改めまして，皆様こんにちは。三次商工会議所青年部の梵大

英と申します。知事，今日はよろしくお願いいたします。 

今ご覧いただきましたのが，三次商工会議所青年部が推進させていただいております三

次唐麺焼プロジェクトの 2013 年から去年 2014 年までの活動を集約した３分弱のＤＶＤな

んですけれども，我々の三次商工会議所青年部の活動の趣旨としまして，地域経済の活性

化ということをテーマに掲げておりまして，2013 年末，中国やまなみ街道が開通するに当

たって，何か地域の経済を活性化できるものはないだろうか，いろいろ工夫して工面して

考えた結果，三次市内，当時ですが，約 40 店舗のお好み焼き屋さんがありまして，さらに

は地元にカープソースというソースの老舗メーカーさん，さらには，辛い麺，辛麺という

ものが地域に既に存在しておりました。その３つを組み合わせて，全く新しいものをつく

ろうというよりは，地域に既にあるものを活用させていただいて，そして地域の経済活性

化，中国やまなみ街道全線開通に向けて頑張ってみようじゃないか，そういった試みを

2012 年，13 年，14 年と続けてまいりました。 

ちょっと資料を見ながら進めていきたいと思いますが，もしよろしければ，青年部の皆

さん，前のほうへどうぞお越しください。（拍手）どうぞ，前のほうへ。（拍手）どうぞ。

大丈夫，僕のことは気にしないで，どうぞ。 

今現在，前に並んでいますのが，三次商工会議所青年部のメンバーの一員なんですが，

じゃ，次のページを。商工会議所の青年部としまして，さまざまなメンバーがおります。

自動車の修理屋さん，そしてガソリンスタンドの店長さん，警備会社さん，広告屋さん，

旅行会社さん，お菓子屋さん，いろいろいまして，そのある意味，お好み焼き，食に関し

てはほとんど素人のメンバーなんですが，実は共通しているものがありました。それは何

かというと，経営者，経済人であるということ，その経済人，経営者のメンバーの，ある

意味モチベーションであったり培ったノウハウを，ここの三次唐麺焼という食に生かして

みようじゃないかということで商標登録をしていきました。 

まず，外に向かってＰＲをするんではなくて，まずは三次市民の皆様に知ってもらって

食べてもらって，三次市民の皆さんが「おいしい」，「食べに来んさい」そういった宣伝部

長になっていただきたい，そういった思いで三次市内を中心にプロモーションをしてまい
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りました。 

じゃ，次のページをお願いします。 

まずは足元を固めて，割と地域のグルメ，イコール，いろんなところで出店をしていっ

て知ってもらうということが，結構，全国的に主流のやり方かなとは思うんですけれども，

三次唐麺焼に関しては，地元の加盟店，食べられるところを増やしていこうということを

やってまいりました。だから，意外と出店が少ないねというお声かけはよくいただくんで

すけれども，私たちとしては出店，私たちが売りに行くんじゃなくて，お客さんに来ても

らえる環境をこの三次でつくろうということをしてまいりました。 

その結果，加盟店のほうが，当時 15 店舗からスタートしましたけれども，今では 30 店

舗に膨れ上がりました。何枚か地元のお好み焼き屋さんの写真を出させていただきますが，

こうやっておばちゃん１人でやっていただいているところもありますし，お惣菜屋さん，

これは三次フードセンターのお惣菜コーナーなんですが，お惣菜コーナーでも取り扱って

いただいたり，あとはグランドホテルさんのバイキングに出していただいたりしておりま

す。 

あと，タクシーの中には，こうやってチラシを差し込んでいただいたり，この三次市内

どこで食べれますよという案内をしていただいております。 

加盟店も増えていったんですが，あるときにこんな話が舞い込んでまいりました。「うち

のミキサー車に三次唐麺焼をラッピングしちゃろうか」というような声をいただきました。

非常にありがたいお声がけをいただきまして，今ではこのミキサー車が三次市内を走って

おりますが，ある意味，加盟店のみならず，関係者の皆様方のご協力をいただきながら，

三次唐麺焼が地元でＰＲできていったのが，2012 年，13 年だったかと思います。 

市長とも懇談をさせていただいたり，三次市さんのほうとも協力体制を築いてやってお

ります。 

マツダスタジアムでも，最近この人あんまり試合に出てないんでちょっとあれなんです

が，まあいいです。（笑い）マツダスタジアムでもこうやって出店をさせていただいたり，

選手のプロデュースメニューとして，カープファンにはなじんでいただいているというこ

とになります。 

メディアのほうも，プロモーション，出店はしないんです。私たちは基本的に。少ない

んですけれども，メディアのほうを活用させていただいております。出店というよりも，

新聞ですとかテレビ関係，一番大きかったのは，ＮＨＫのＢＳプレミアムという全国放送

で１時間の特集番組を組んでいただいたり，それでかなり全国の各地からこの三次へ，「番

組見たよ」で来てくれる人が増えたと思っております。 

あとは，これは町なかに今 10 基ほど置いてあるんですが，コカコーラさんが「三次唐麺

焼さん，イメージカラー赤でしょう。うち，赤なんですよ。自販機つくりましょう」とい

う提案をいただいたり，この収益金の中のお金が我々の活動の資金の一部となっておりま
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す。 

最近では，小学校，中学校へ行かせていただいて，やはり地域のふるさとのものとして，

ふるさとを愛する我々が将来この三次を愛してもらいたいために，小学生，中学生を中心

として，地域の食ということで簡単に授業をさせていただいたりしております。 

てっぱんグランプリという大会が毎年 10 月に行われておりますけれども，この大会は出

店になるんですが，非常に大きかったんではないかなと思っております。 

先ほど申し上げましたように，お好み焼き屋さんというのは実は１名，２名おりますけ

れども，ほとんどが全く違う職種で，これも仕事が終わって夜大体 12 時ぐらいまで，実は

カープソースさんの倉庫を借りて，夜な夜な集まって，みんな疲れた体にむち打って，お

好み焼きを焼く練習とか，いかにおいしく早く提供できるものをつくれるかという研究を

して，てっぱんグランプリに臨みました。江草商店という唐麺をつくられているところな

んですが，そこでもかなりの量をつくっていただいております。 

てっぱんグランプリに関しましては，ご存じのとおり，たくさんの人がお越しいただい

て，今年に関しては三次からもたくさん応援に来ていただきました。何よりもその力が大

きかったおかげで，私たちがこうやって優勝することができました。 

非常に大きな節目だったおかげで，やはり地域経済の活性化という目標を掲げておりま

すので，やはり地域の中で唐麺を自慢していただいたり，買って，例えばお歳暮に贈られ

たという方もいらっしゃるというのは聞いておりますけれども，少しずつですが加盟店も

増え，そして提供数も増え，地域の中で唐麺焼を中心とした食の経済の活性化が図られて

います。 

今では，このマダムジョイさん，広島市内の広電ストアさん，こちらのほうでも取り扱っ

ていただいておりまして，お惣菜なんですけれども，かなり好評で，全店舗で販売をして

いただいております。 

あと，東京の銀座のＴＡＵさんのほうでも加盟店として加入していただいて，やはり広

島風のお好み焼きなんですが，三次唐麺焼を注文していただくリピーターの方が増えたと

いう声も聞いております。 

私たちは，今後もこの地域を中心に，この地域へ来ていただくためにこのプロモーショ

ンを推進していって，私たちが外に出ていくんではなくて地域に食べに来ていただく，そ

ういったことを進めていく中で，まずはこの市民の皆さんに自慢していただける一品にな

るように頑張ってまいりますので，引き続き，市民の皆様方には熱く，唐い，応援をして

いただければと思います。ぜひ，知事もまた三次に食べに来ていただければと思います。 

以上，ありがとうございました。（拍手） 

●知 事 

梵さん，どうもありがとうございました。 
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もう，皆さん，唐麺焼はご存じですよね。ちょっと，ミニアンケートをとってみましょ

うか。唐麺焼を食べたことがある人。９割ぐらいはいっていますね。もうすっかり地元に

は定着している感じですよね。あと，多分，ネーミングも，広島県下，少なくともかなり

知られているような感じがしますけど，そう感じられますか。 

○事例発表者（梵） 

感じます。いろいろなところから，その三次唐麺焼とか，辛いお好み焼きという表現で，

話のとっかかりにそういう言葉を使っていただくことは結構増えましたね。 

●知 事 

地域経済の活性化を図るためにどうしようということで皆さんがスタートをされたわけ

ですけども，その中で，いろんなキーになることもあるのかなと思ったんですが，その前

に１つ，素朴な質問をしていいですか。 

○事例発表者（梵） 

はい。 

●知 事 

梵さんは，本業はお寺。 

○事例発表者（梵） 

そうです。お坊さんです。 

●知 事 

お寺さんですよね。お寺さんは，商工会議所に所属できるんですか。 

○事例発表者（梵） 

それね，最初，僕も聞いたんですよ。商工会議所の人に。そしたら，もうそんな時代じゃ

ないと言われまして，どんな時代なんじゃろうっていまだにわからないんですけど，要は，

商工会議所という組織なんですが，やっぱり同世代の皆さんが活躍をされているのは聞い

ていましたから，もし僕でよろしければ仲間に入れていただいてという流れで，だから，

そこは商工会議所の方に聞いていただいたほうがいいかなと思います。（笑い） 

●知 事 

その柔らかさがいいですよね。「うちは商工会議所なんだから，お坊さんはだめだよ」と

言われたら。 

○事例発表者（梵） 

だから，商工会議所の方の懐が広かったんだなと思います。 

●知 事 

そうですね。この唐麺焼がひょっとしたらなかったかもしれないという，そう考えると，

ひょっとすると，まず商工会議所の柔軟性が大事であるという，そこからかもしれません

けどね。 

○事例発表者（梵） 
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はい。 

●知 事 

この，来ていただくというコンセプトがすばらしいですね。 

○事例発表者（梵） 

ありがとうございます。 

●知 事 

これも，どういうふうに，皆さんで議論して。 

○事例発表者（梵） 

そうですね。もちろん，メンバーが今 60 人弱いますので，役員会とか総会とかいろいろ

あるんですが，やはり話し合った結果，やっぱり食べに来ていただくためにはどうしたら

いいだろうかという，そのインフラのことであったり，マネジメントであったり，プロモー

ション，マーケティング含めて，まだ三次唐麺焼が世に出てないときに，皆さんでもんで

いただいた。で，つくっていきましたね。 

●知 事 

はい。ちなみに，青年部は何人ぐらいいらっしゃるんですか。 

○事例発表者（梵） 

今，60 弱です。 

●知 事 

60 人か。で，もうほとんど皆さんこの唐麺焼にかかわって。 

○事例発表者（梵） 

そうですね。何かしらで携わっていただくようになっています。 

●知 事 

なるほどね。この 60 人の知恵というか，この知恵と汗がきっとだんだんとつながったと

思うんですけど，市内 40 店舗あるお好み焼き屋さんの中で既に 30 店舗は提供されている

わけですから，もうシェア７割５分と。 

○事例発表者（梵） 

そうですね。 

●知 事 

ということは，もうほとんどのお店で，行けば唐麺焼が食べられる状態にある。さらに

言えば，タクシーに乗ればチラシもあると。道を通れば，ミキサー車がやってくると。あ

のミキサーから麺が出てくるともっと驚きますけどね。 

○事例発表者（梵） 

（笑い）なるほど。 

●知 事 

温かい麺がね。 
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○事例発表者（梵） 

はい，お願いします。（笑い） 

●知 事 

いやいや。ちょっとセメントまみれになってちょっとどうかという説もありますが，で

も本当にそうやって，こう，何というか，助ける人たちが増えてきたということだと思う

んですよね。それもやっぱり皆さんの熱意ですね。 

○事例発表者（梵） 

そうですね。私も 30 代で，ほとんどメンバーが 20 代から 40 代，45 歳までなんですけ

れども，やはり，てっぱんグランプリのときなんかでも，大の大人が泣いてくやしがった

り泣いて喜んだりという姿がそこにあったんですが，やっぱりそういう姿を多くの方に見

ていただけた。これは，自慢するわけじゃないんですが，大きな苦労を乗り越えて１つの

結果を見ていただいた，そこに多くの方に共感していただいた部分があるんじゃないかな

とは思っていますけれども。 

●知 事 

なるほどね。もう最後は，あのＮＨＫのＢＳで１時間も特集されたりとか，今，僕すば

らしいなと思ったのは，これを小中学生に伝えていると。これが三次の新しい名物である

という，この名物というのはなかなか始まる瞬間を見ることは少ないですよ。今から 50

年も 60 年もたって，唐麺焼がこの三次に当たり前に定着しているときに，それが始まった

瞬間というのはなかなか見れるもんじゃないと思いますし，小中学生も本当にラッキー

じゃないかなと。何か，よくある銘菓とか，もみじまんじゅうを最初に焼きましたという

のを知っていますなんていうのはなかなかないですから，つくった人たちと一緒に過ごす

ことができるというのはいい機会だし，やっぱりそれを子供たちに伝えていくということ

が，本当にね。 

○事例発表者（梵） 

そうですね。教育という分野において，私たちが何ができるだろうかという実は議論も

しながらなんですけれども，ここにも子供たちがたくさんいますけれども，一度はぜひ広

い海に出ていっていただきたいなと。この三次から広い海を見に行っていただきたいなと。

そして，もう一度水源地に戻ってきたいなと思える１つに，この三次唐麺焼がなってくれ

ればなとは。だから，ふるさとの誇りとして思ってくれればありがたいなと思います。 

●知 事 

そうですね。本当にすばらしい活動なんですけど，僕，１つだけちょっと文句を言いた

かったことがあって，ちょっとつけてもらっていいですか，これ。さっきのプレゼンで，

商標登録のところを出してもらってもいいですか。これ，ちょっと，これ前面に出して，

これですね。これこれこれ，これこれ。（笑い）広島風って。 

○事例発表者（梵） 
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わかります。その気持ちわかります。（笑い） 

●知 事 

（笑い）これだけはやめましょう。これをとっても大丈夫です。みんなに通じます。は

い。（笑い） 

○事例発表者（梵） 

とりましょう。（笑い） 

●知 事 

はい。以後，よろしくお願いします。（笑い） 

○事例発表者（梵） 

ありがとうございます。（笑い）（拍手） 

●知 事 

でも，本当に活性化をやりましょうみたいなことはどこでもやられるんですけど，やっ

ぱり徹底してやると。60 人がみんな力を合わせてやると，口だけじゃなくて，やっぱり汗

をかいて２位をとって，「くやしいな」と，「来年は１位だ」と。で，頑張って本当に優勝

しちゃう。こういう，放っとかない。「あれは，誰かやってんだよ」と，地域の青年が，「い

やー，もううちの市も大したことないのう。もうほんまつまらんわ」とか言ってたら，変

わらないわけじゃないですか。でも，皆さんこうやって力を合わせて，本当に実際に行動

することによって，新しい三次の名物が生まれてＮＨＫで全国放送されると。１時間の全

国放送なんて，僕もされたことないですよ。本当に。広島県特集っていうのだってないぐ

らいですからね。本当にすばらしいことだと思います。 

そして，これはやっぱり地域の誇りにつながって，そして唐麺焼を食べれば，麺は地域

でつくられているし，ソースも地域でつくられているし，そのうちキャベツも地域でつく

られるようになるんじゃないかと思いますけど，地域のものが売れると，経済的に回って

いくと。そして，また外から来てもらうということで，本当に３つのすばらしい要素が入っ

ているんじゃないかと思いますけども，それを実現されてこられた梵さん，そして三次商

工会議所青年部の皆さん，本当にすばらしいと思います。 

それでは，改めて，皆さんに大きな拍手をお願いいたします。（拍手） 

○事例発表者（梵） 

ありがとうございました。最後に１つやらせてください。いつもやる分があるんで，す

いません。ちょっと前へ，ちょっと済みません，前へ。いつもやる分でしめさせていただ

いて，済みません。ここでいいです。僕，持っておきます。はい，お願いします。 

 

○事例発表者（三次商工会議所青年部） 

それでは，失礼します。我々青年部，こうやって唐麺焼プロジェクトをやっている集ま

りの中で，最後にかけ声をいつもやらせていただいているんですけど，それを今日皆さん
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にひとつやっていただきたいんですが，私が「からいんが」とこういうふうに指を１本出

します。これ，もう１番の意味です。私が「からいんが」と言いますから，皆さんは，「三

次流」と同じように指を出していただいて叫んでください。よろしいでしょうか。 

それじゃ，行きます。「からいんがー！」，「三次流！」。ありがとうございます。（拍手） 

●知 事 

ありがとうございました。（拍手） 

 

 

事例発表②  

●知 事 

それでは，続いて発表をお願いしたいと思います。次の発表は，ダンスサークル・プリ

ンセスカーニバル代表の岡本真由美さんです。岡本さんをご紹介させていただきますと，

岡本さんは，「ダンスで三次を元気に」をモットーにして，子供から大人までダンスの楽し

さを日々伝えていらっしゃるということであります。また，地元の三良坂音頭，これをサ

ンバ調にリメイクをして，さっきちょっと出ていましたけれども，運動会やお祭りで世代

を越えてさまざまな方に踊っていただくといったようなことなど，地域交流に貢献をされ

ていらっしゃいます。発表のテーマは，ダンスで彩る地域の風景です。それでは，岡本さ

ん，よろしくお願いします。（拍手） 

 

○事例発表者（岡本） 

皆さん，こんにちは。三次市民のチアリーダーを目指しております岡本真由美と申しま

す。本日は，ダンスで彩る地域の風景をタイトルにお話させていただきます。よろしくお

願いいたします。（拍手） 

映像を見ながらご紹介いたします。 

チアリーダーという言葉，横文字で聞きなれない方もいらっしゃると思いますが，皆さ

ん，ご存じでしょうか。チアリーダーとは，スポーツの試合などで応援を盛り上げる役割

をしています。私は，学生時代にダンス部として活動するほか，社会人になってから，プ

ロバスケットボールチーム・島根スサノオマジックを経て，昨年できたばかりの広島ドラ

ゴンフライズのチアリーダーとして活動しています。 

試合がどんな展開のときも，会場に足を運んでくださる方に楽しんでいただき，会場の

お客さんとともに笑顔のシェア・共有できるのがチアのよさだと感じています。私は，そ

れと同じようにここ三次でも，私たちのダンスを見て「楽しかった」，「元気が出た」と感

じていただけるよう，皆さんのチアリーダーになりたいと思っています。 

私は，現在，三次市内の会社で働きながら，ダンスサークルにて振りつけや指導をして

います。私がダンスサークルを始めるきっかけとなったのが，地元の同級生と一緒にお祭
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りなどで創作ダンスを披露したところ，予想以上に地域の方に喜んでいただけたことが

きっかけです。「あんたらえかったよー」とか，「見とって元気出たよ」，「また踊ってくれ

えの」などのうれしいお声をかけていただき，私にもできることがあるんだ！！と心を動

かされました。 

そこで発足したのが，プリンセスカーニバルです。女の子たちがいつもお祭りのように

にぎやかな空間になることを願い名付けました。現在は，鵜飼祭りやきんさい祭りなどの

三次市内のイベントを中心に活動をしています。また，お隣，安芸高田市の湧永製薬・ハ

ンドボールチームにもチアさせていただきました。 

そういった活動の中でも思い出に残っているのが，昨年，三次きんさいスタジアムにて

行われたカープの試合でのピンクリボンのＰＲ活動を行ったことです。 

プリンセスカーニバルとしての活動だけでなく，地域の方を集めて，フラッシュモブの

サプライズを行い，三次警察署の方とともに暴力追放をダンスで呼びかけました。当日だ

けでなく，練習から楽しそうな皆さんの表情がとても印象的でした。 

皆さん，テレビや新聞などで，ダンス必修化という文字をごらんになられたことがあり

ますか。ついに，学校指導でもダンスが取り入れられるようになりました。これは，国語

や英語のように１つの教科として取り入れられたわけではなく，保健体育の授業の中の数

時間を現代的リズムダンスなどがおととしより導入されました。これは，ただダンスが格

好よく踊れるようになるということだけが目的ではなく，コミュニケーションや生きる力

をつけることが目的とされています。 

私もそうでしたが，ダンスを始める前は，本当に皆さんの前に立ったり，人前で発表す

る，クラスの中でも発表するのが苦手で，運動も本当に苦手で，水泳もできなければ跳び

箱もできないということで，体育となるとお腹が痛くなって休むような子でしたが，それ

を変えてくれたのもダンスで，ダンスにはそういったあらゆることに前向きになれると

いったパワーがあると思っています。 

私の生徒さんの中にも，「うちの子は，ダンスを始めて笑顔が増えたんよ」とか，「学校

に全く行ってなかったけど，少しずつ行けるようになりました」などの声も挙がっていま

す。 

ダンスは，体を動かして，ただ体が健康的になるだけではなくて，一番は心が健康的に

なることを実感しています。 

私がダンスに触れ合ったのは大学生になってからですが，人生の転機が来たのは，ダン

スを習い始めてちょうど１年のときでした。始めてまだ１年ということで，こんな感じで

ぎこちない踊りですが，本番直前に足を痛め，テーピングでぐるぐる巻きにして固定して

臨んだのが，こちらの舞台です。その後，病院でわかったのですが，このとき骨折してい

ました。本当ならば，逃げたいぐらいの痛みでしたが，ダンスも団体競技ということで，



 － 13 － 

みんなと１つのものをやり遂げるという責任，義務があります。私の中で責任感が芽生え

た瞬間でもありました。 

そのように，ダンスにはさまざまなよさがあり，県北の学校現場でも取り入れられるよ

うになりました。私も，体育の先生方にリズムのとり方など，ダンスの教育法を指導させ

ていただきました。 

また，東城町の粟田小学校では，伝統芸能である荒神神楽をリメイクしたいというお話

をいただき，振りつけをさせていただきました。このように，ここ県北でもダンスが普及

し始めています。 

そして，私の地元，三良坂町にも古くから三良坂音頭という踊りがあります。昭和初期

につくられた踊りで，毎年盆踊り大会などで親しまれています。こちらの映像を見てのと

おり，すり切れて見づらいですが，私が小学校１年生のときの映像です。このように，小

学校の運動会でも長年踊られ愛着のある三良坂音頭ですが，おととし，小学校ＰＴＡの役

員をされていた方から，「新しい形の三良坂音頭を踊りたい」というお話をいただきました。 

このお話をくださったのが，現在の三良坂音頭踊り子隊の隊長である村川さんです。村

川さんとお話を進めていく中で，曲も新しくしたいということから，私の小学校時代の同

級生である作曲家，瀬川まりあさんとのコラボレーションをすることができました。 

こうして新しく生まれ変わった音頭は，昨年より，中学校の全校生徒の間でも踊られる

ようになりました。 

この映像は，先週日曜日に行われた，みらさか学園運動会の映像です。実は，先ほど，

午前中に，湯﨑知事さんにも三良坂町にお越しいただき，一緒に踊っていただいた踊りで

す。新三良坂音頭の踊り子隊は，当初，町民 20 名ほどで発足されましたが，町内の事業所

へお勤めの方も参加していただくようになるなど，輪が広がりつつあります。そして，中

学校の授業にも取り入れられるなど，徐々に地域の方に親しまれつつあります。 

こういった活動を通じて，一番は地域の方との交流を持てる楽しさを実感しています。 

そのほかに，現在，挑戦しているのが，神楽とダンスの融合です。現在，市内の穴笠神

楽団さんにご協力をいただきながら作品をつくっています。舞と舞ということで，見せ場

が多い中，苦戦もしていますが，完成に向けて今後も取り組んでいきたいです。 

そのほかにも，三和町や甲奴町の方にもいろいろお世話になったのですが，時間の都合

でお話しできなかったことが残念です。 

これら全ての活動は，三次の豊かな自然の風景と似ているように感じています。音楽が

木の根っこの部分だとすると，踊りができることにより木が育ち，人が集まることで葉が

芽生え，それをみんなで踊り，作品をつくり上げ，踊り切ることで葉が色づき，森が豊か

になると同じように，人の心が豊かになっていくような気がします。 

これからも，三次の心の森がますます豊かになっていきますことを目指し，取り組んで

いきたいと思っています。 



 － 14 － 

そして，まだまだやりたいことはたくさんあります。ここ三次を出身とする方，そして

三次在住の方にご協力をいただきながら，また新たな三次の風，風景をつくっていきたい

と思っています。そして，夢は大きく，湯﨑知事さん，「おしい広島県！」に次ぐ，おいし

～い広島県の作品づくりに私も携わらせていただけたらうれしいです。よろしくお願いい

たします。 

私のモットー，「ダンスで三次をも～っと元気！」にしていくため，これからも頑張って

まいります。それでは，ご清聴いただき，本当にありがとうございました。（拍手） 

と，ここで終わりと思われた方いらっしゃると思いますが，今からちょっと，せっかく

ダンスのよさについてお聞きいただいたので，これからそのよさについて皆さんに触れ

合っていただきたいなと思い，ダンスに挑戦してみませんか。ありがとうございます。 

それでは，お呼びします。ＰＬＩＮＣＥＳＳ ＣＡＲＮＩＶＡＬ ＣＯＭＥ ＯＮ！！

（拍手） 

 

○事例発表者（プリンセスカーニバル） 

皆さん，こんにちは。プリンセスカーニバルです。湯﨑知事さん，そして会場の皆さん，

今日はお越しいただき，ありがとうございます。 

皆さん，元気ですかー！ ありがとうございます。今日は，皆さんがますます元気にな

れるように，私たちと一緒にダンスに挑戦してみませんか。 

それでは，説明します。座っている方もできるので，皆さん，一緒にやりましょう。湯

﨑知事さん，そして，会場の皆さん，手を上に大きく上げてください。上で３回回します。

１，２，３，上でたたきます。反対側も同じように，上で３回回してたたきます。１，２，

３，たたく。ここまでを続けて一緒にやってみましょう。せーの，１，２，３，たたく，

１，２，３，たたく。次に，上で開いて，真ん中で閉じて，下で開いて，上で４回振りま

す。１，２，３，４，ここまでを続けてやってみましょう。せーの，１，２，３，たたく，

１，２，３，たたく，開く，閉じる，開く，閉じる，横，横，横，横。２回続けてやって

みましょう。せーの，１，２，３，たたく，１，２，３，たたく，開く，閉じる，開く，

閉じる，横，横，横，横。１，２，３，たたく，１，２，３，たたく，開く，閉じる，開

く，閉じる，横，横，横，横。上手です。（拍手） 

それでは，皆さん一緒にやってみましょう。ミュージック，スタート！ 

（ダンス曲） 

○事例発表者（岡本） 

（拍手）ありがとうございました。一緒に踊っていただき，ありがとうございます。（拍

手） 

●知 事 

岡本さん，ありがとうございました。 
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○事例発表者（岡本） 

ありがとうございました。 

●知 事 

岡本さんのおかげで，人口当たり，チアリーダーが最も多い市になるんじゃないかとい

う感じがしますよね。 

○事例発表者（岡本） 

そうですね。それを目指して，今後も皆さん一緒によろしくお願いいたします。 

●知 事 

それにしてもあれですよね，大学でダンスに出会って，人前で話すのが苦手だったとは

とても思えないですよね。ダンスには，やっぱりそういう力があるんですかね。 

○事例発表者（岡本） 

そうですね。やっぱり人前で踊りながら，一番は自分が踊っているときに，先ほどみた

いに，子供たちも多分そうだったと思うんですけど，笑顔が返ってくるんですよ。それで

だんだん自信がついて，人前に出ることが好きになっていきました。 

●知 事 

ああ，なるほどね。ダンスをしている人はたくさんいると思うんですけど，でも，結構，

さっきのフラッシュモブとか，警官の方も思いっきり踊っていましたよね。 

○事例発表者（岡本） 

そうですね。先ほどの映像の方は，実は三次の方なんですけど，警官の格好をした方で

はあるんですけど。 

●知 事 

ああ，本物の警官じゃなかった。 

○事例発表者（岡本） 

本当の方も，途中，一番最初に演技で加わっていただきました。 

●知 事 

ああ，そうなんですか。でも，そういうものをつくったりとか，東城小学校で踊りを指

導したりとか，あるいは神楽とコラボしたりとか，次々に新しいものが出てきますね。ど

うしてそうなったんでしょうかね。 

○事例発表者（岡本） 

そうですね。何かやっぱり一番はこの住んでいる地域がすごく好きで，いろいろ考えて

いるうちにいろんなことが浮かんできて，やりたい，あれもやりたい，これもやりたいと

言っている間にこのような感じになってきました。 

●知 事 

なるほどね。あれもやりたい，これもやりたいって思う人もたくさんいると思うんです

けど，なかなかそれを実行するというのは意外にいないんですよね。 
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○事例発表者（岡本） 

そうですね。結構，この三次の皆さんは協力的な方が多くて，声をかけて「こういうの

はどうかね」という相談をしたときに，大体，「やりますやります，やりたいです」という

人が結構言ってくださって，その関係で，だんだん協力してもらう方が増えています。 

●知 事 

なるほどね。このダンスをする自分の楽しみというだけじゃなくて，人を巻き込んで地

域が元気になっていくという，日本一チアリーダーの多い市にするというそういう思いと

いうか，それを実現しようという行動がすばらしいなと思うんですけど，でも，よく考え

たら，そのきっかけは何だったかというと，地域での創作，地域で創作ダンスを友達とやっ

たと。そのときに，皆さんに褒めてもらったということですよね。 

○事例発表者（岡本） 

そうです。それが一番です。やっぱり，自分だけで踊っていて，反応がなかったら，「あ

れ，おもしろくなかったんかな」ってだんだんやる気もうせるというか失っていくんです

けど，このように皆さんに楽しんでもらって，いろんな声をいただきながら，ますますダ

ンスが好きになったり前向きになっていきますし。 

●知 事 

ですよね。だから，物事が変わっていくって，例えばすごいスーパーマンがいて，孫正

義さんみたいな人がいて，「世の中を変えていきます」みたいな，そんなことももちろんあ

るかもしれませんけど，観客の皆さんが頑張っている岡本さんを見て褒めてあげる，そこ

からまたグルグル回って，日本で一番チアリーダーが多い，人口当たり，市になっていく

かもしれないという，これですよね。もう人ごとじゃない，褒めてあげるだけで，「何かも

う若いのが勝手にやっているわ」じゃなくて，「よかったね」って言ってあげるだけでここ

まで来ちゃうという。そういう，この些細な行動が大きなものにつながっていくのかなと

いうのを僕は感じましたけど。これからも，ますます元気に笑顔を増やしていっていただ

きたいと思います。 

それでは，改めて，岡本さんにもう一度大きな拍手をお願いします。（拍手） 

○事例発表者（岡本） 

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。（拍手） 

 

 

事例発表③  

●知 事 

すいません。それじゃ，次にまいりたいと思います。 
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続いては，県立日彰館高校書道部の部長，永富早紀子さんと副部長，岡永真衣さんにお

願いをしたいと思います。これもまた，皆さんご承知だと思いますけれども，日彰館高校

書道部は，県内外の高校，大学が参加する書道パフォーマンス大会に参加して３位入賞す

るなど，日々の練習が成果となってあらわれています。また，商店街での書道パフォーマ

ンスや書道作品の展示，横断幕の制作など，地域への貢献活動にも積極的に参加されてい

るということです。 

それでは，今日の発表のテーマ「感謝を一筆に込めて」です。それでは，よろしくお願

いします。 

 

○事例発表者（岡永） 

皆さん，こんにちは。今日は，私たち書道部のモットーである「感謝を一筆に込めて」

をテーマに，日ごろの活動を報告させていただきます。 

○事例発表者（永富） 

広島県立日彰館高校書道部部長，永富早紀子です。 

○事例発表者（岡永） 

同じく副部長の岡永真衣です。 

○事例発表者（永富・岡永） 

よろしくお願いします。（拍手） 

○事例発表者（岡永） 

現在，私たちは，３年生６名，２年生６名，１年生３名の計 15 名で活動しています。日

ごろは，作品制作に取り組んでいますが，地域の活動にも積極的に参加しています。今年

度は，男子部員も加わり，さらにパワーアップしています。 

○事例発表者（永富） 

いつもは和気あいあい楽しく部活をしていますが，大会前は仲間もライバルです。先輩

も後輩も関係なく入賞するチャンスがあるので，みんなが真剣モードに切りかわります。

年間，13 大会に出品しています。 

○事例発表者（岡永） 

毎日みんなが通る毘沙門橋に揮毫しました。地域の方も多く利用していただいています。 

○事例発表者（永富） 

吉舎のインターチェンジが開通した日に行ったイベントです。会いたい吉舎町をテーマ

に書き上げました。雨の中でしたが，多くの方々に見ていただきました。 

○事例発表者（岡永） 

これは，三次町で行われたイベントに参加したものです。梵選手の地元である三次から，

カープの優勝を願い，書きました。 

○事例発表者（永富） 
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校内で初めてパフォーマンスを行いました。創立 120 周年目の歴史を守っていきたいで

す。緊張しましたが，多くの方々に文章に込めた思いが伝わったのではないでしょうか。 

○事例発表者（岡永） 

学校紹介イベントでは，書を通じて出会えた仲間への感謝の気持ちを文章にしました。

この日は３年生最後のパフォーマンスとなり，みんな感極まりました。 

○事例発表者（永富） 

吉舎図書館でボランティアをしたときの様子です。地域の方々に書に親しんでもらおう

と一緒に書を楽しみました。「書道は楽しいね」と言ってもらい，大変うれしかったです。 

○事例発表者（岡永） 

これは，夏合宿の写真です。それぞれの学校の作品を見ながらお互いを高め合うことが

できました。 

○事例発表者（永富） 

地域の方々からの依頼で，みらさか学園の看板を書かせていただきました。自分の思い

出のある母校だったので，大変うれしかったです。 

○事例発表者（岡永） 

交通安全協会からの依頼で大会幕を書きました。地域の方がこの布を見て，交通安全に

気をつけていただけるとうれしいです。 

○事例発表者（永富） 

吉舎ふれあい巴まつりでは，吉舎音頭の歌詞を書きました。地域の方々の応援を，より

感じられる１日でした。 

○事例発表者（岡永） 

三次市役所からの依頼で，きりこちゃんと一緒に書道パフォーマンス大会ｉｎこうぬを

宣伝しました。きりこちゃんはかわいかったです。 

○事例発表者（永富） 

広島県総合文化祭では，岡永さんの作品が優秀賞に選ばれました。４月に滋賀県で行わ

れる全国大会へ，広島県代表として参加します。 

○事例発表者（岡永） 

本校では，昨年度から国際交流行事おもてなしプランを行っています。外国の方と書を

通じて触れ合うことができました。もっと日本の文化に興味を持っていただけるとうれし

いです。 

○事例発表者（永富） 

私たちは，感謝を一筆に込めてをモットーにしています。仲間，先輩，先生，家族，地

域を初め，多くの方々の支えがあって大好きな書道ができています。この感謝の気持ちを

忘れず，一筆一筆にその感謝を込めて作品にすることで恩返しができると考えています。 

○事例発表者（岡永） 
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アートアイ吉舎で，作品を展示する機会をいただきました。地域の皆さんに見ていただ

きました。 

○事例発表者（永富） 

吉舎支所からの依頼で，プレーンシェードを制作しました。プレーンシェードと言いま

したが，つまりカーテンのことです。つながりをテーマに，カイハラのデニムとコラボし

ました。 

○事例発表者（岡永） 

地域に感謝を伝える機会をいただいた上に，表彰までしていただきました。現在，吉舎

支所で使っていただいています。 

○事例発表者（永富） 

ことしの３月には，やまなみ街道が全線開通しました。多くの方々に，吉舎の地につい

て知ってもらえたと思います。 

○事例発表者（岡永） 

ことしカープに戻ってこられた黒田選手の応援歌と，カープのことしのテーマを，カー

プの曲に乗せて書きました。ことしこそ優勝してほしいです。 

○事例発表者（永富・岡永） 

頑張れカープ！（拍手） 

○事例発表者（永富） 

今年度も，交通安全協会からの依頼を受けました。私たちも文章を考える中で，交通安

全について深く考えることができました。 

○事例発表者（岡永） 

姉妹校の新竹高級中学から，修学旅行生がやってきました。台湾の学生の方に，友好を

テーマに書道パフォーマンスでおもてなしをしました。 

○事例発表者（永富） 

大会や学校行事など，練習が限られた中，私たちはさまざまなことに取り組んでいます。

少ない人数で知恵を出し合いながら，毎回言葉を大切にして作品制作をしています。 

○事例発表者（岡永） 

私たちは，書で人を魅了できると信じています。今後も，日彰館高校書道部を，地域そ

して全国へアピールできるよう，日々練習に励んでいきます。 

○事例発表者（永富） 

これで終わります。 

○事例発表者（永富・岡永） 

ありがとうございました。（拍手） 

●知 事 
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永富さん，岡永さん，ありがとうございます。岡永さんは全国大会に出場ということで，

おめでとうございました。（拍手）本当によかったですね。でも，書道のイメージというの

は，まさに静かに書を書くのかなみたいな，何となく写経をしているようなイメージだっ

たりとかするんですけど，こうやってみると，年間十何回大会があるって言いましたっけ。 

○事例発表者（岡永） 

13 回です。 

●知 事 

13 回，ということは，月に１回以上大会があるわけですよね。 

○事例発表者（岡永） 

はい。 

●知 事 

さらに，今みたいな交通安全とかいろんなイベントとかに出ると，結構忙しくないです

か。 

○事例発表者（岡永） 

とても忙しいです。（笑い） 

●知 事 

そうですよね。（笑い）何か，書道というと静かなイメージだけど，とんでもない，いろ

いろなところに出張っていっていろいろやって，もう大変だなという感じですけど，同時

にまたいろんな言葉を考えたりするんですね。自分で考えるんですか，あれは。 

○事例発表者（岡永） 

毎回のパフォーマンスに紙を用意してもらって，各自考えてきた文章を合わせて，みん

なで話し合いながら考えます。 

●知 事 

そうなんですね。書道というのは自分１人でやるものかと思ったらチームワークが必要

だという，そういうことなんですね。改めて目から鱗ですけど，本当にこうやってすごい

入賞したりとか成果も残されているということで，本当に頑張っていらっしゃいますね。

最近，僕もときどき，「トンネルが開通したんで，名前を書いてください」とか，さっきの

橋とかもすばらしくてもう恥ずかしくなるんですけど，本当にこの地域のコミュニティに

もういろんな形で貢献をしていただいている日彰館高校の書道部のお二人でした。 

これから，本当にいろんなことに期待できるんじゃないかと思いますけども，若いお二

人，ちなみにちょっと１つだけ質問していいですか。高校を卒業したら，どういうふうに

したいと思っていますか。広島に残りたいとか，広島から出ていこうとか。 

○事例発表者（永富） 

大学は，広島の大学に行きたいと思います。 

●知 事 
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県内のね。 

○事例発表者（永富） 

はい。 

●知 事 

はい。（笑い）岡永さんは。 

○事例発表者（岡永） 

私も県内の大学に行きたいと思います。 

●知 事 

本当ですか。はい，ありがとうございます。いいんですよ，外に出ても。（笑い）さっき

梵さんも言っていましたけど，またこのシャケのように戻ってきてくれればいいと思うん

ですけども，ときどき僕は高校生の皆さんに聞いたりするんですけど，最初は４対６ぐら

いで外に行きたいという人が多かったんですけど，最近，盛り返してきて，最近は６対４

ぐらいで広島に残りたいという子が多くなってきてうれしいなと思うんですけど，改めて，

永富さんと岡永さん，頑張っているお二人に大きな拍手をお願いします。（拍手）ありがと

うございました。（拍手）ありがとうございました。ちなみに，筆は広島の特産ですからね。

書道すると広島県が潤うということで。 

 

 

事例発表④  

●知 事 

じゃ，次は最後の発表になりますけれども，三次市立甲奴中学校生徒会役員の皆さんで

す。田村汐璃さん，林太秋君，平本友乃さん，宮地輝さんの４名にお願いをします。（拍手） 

これまた，皆さんご承知のとおり，三次市は，ジミー・カーター元大統領が，旧甲奴町

を訪れたということがご縁で，アメリカ・ジョージア州のアメリカス市と交流を続けてお

られますけれども，甲奴中学校でも毎年多くの生徒がアメリカス市へホームステイをされ

て，グローバルマインドの育成とかコミュニケーション能力の向上を図っているというと

ころであります。 

それでは，今日の発表は「甲奴から世界へ」です。 

それでは，よろしくお願いします。 

 

○事例発表者（林） 

気をつけ，礼。 

○事例発表者（田村・林・平本・宮地） 

お願いします。（拍手） 
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三次市立甲奴中学校３年，田村汐璃，林太秋，平本友乃，宮地輝です。お願いします。

（拍手） 

○事例発表者（田村） 

「甲奴から世界へ」，私たちの地域の宝を紹介します。 

○事例発表者（平本） 

私たちの住むまち，三次市甲奴町は，アメリカ合衆国ジョージア州・アメリカス市との

交流を続けています。今年で 26 年目を迎えます。 

○事例発表者（林） 

交流のきっかけとなったのは，甲奴町小童にある正願寺の梵鐘でした。この梵鐘は，第

二次世界大戦中の 1942 年，昭和 17 年に砲弾の資材として日本軍に供出されました。しか

し，兵器にはならず数奇な運命をたどり，イギリスからアメリカへ渡りました。現在，梵

鐘はアトランタ市のカーターセンターに，平和のシンボル「ヒロシマの鐘」として展示さ

れています。 

○事例発表者（宮地） 

それが縁となり，この正願寺の鐘を見るために，1990 年（平成２年）10 月に第 39 代ア

メリカ大統領ジミー・カーター氏が甲奴町を訪問されました。 

それをきっかけに，甲奴町国際交流協会が設立され，まちを挙げてカーター氏の出身地

であるアメリカス市との交流が始まりました。 

ことしも，第 24 次の訪問を行い，私たちも参加します。現在，この事業は三次市全体に

広がっており，500 名を超える中学生がホームステイによる交流を体験しています。 

○事例発表者（田村） 

まちには，カーター通りやカーターシビックセンターなど，カーターのつくものがたく

さんあります。ジミー・カーター氏の名をつけることで，まちづくり活動の拠点として，

住民が誇りと愛着を持って施設を利用しています。 

カーター球場です。 

カーターシビックセンターです。カーター氏や交流の歴史の資料が飾られています。 

また，図書館やプラネタリウムもあります。お話会や折り紙教室などのイベントも行わ

れています。 

○事例発表者（平本） 

カーター氏から，出身地の特産品であるピーナッツの種を寄贈していただきました。甲

奴町の特産品，カーター・ピーナッツとして普及させ，毎年秋には収穫祭を行うなど，甲

奴町の魅力を全国的に発信しています。 

永遠の「交流の絆」として，地域住民の手で大切に栽培されています。 

アメリカス市の訪問団は，毎年三次を訪問され，甲奴中学校にも来校されます。 

ことしは３月 31 日に来校されました。 
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そのとき，私たちは，ソーラン，空手，歌などを披露しました。 

私たち３年生が指導して書道も行い，筆で桜などの字を書いていただきました。言葉が

うまく通じない中でも，ジェスチャーや笑顔などのアクションで，習字の筆の使い方や文

字の書き方を伝えることができました。コミュニケーションがとれることを感じました。 

○事例発表者（田村） 

上手な英語が話せなくても，伝えようとする気持ちとジェスチャーなどであらわせば伝

わるのだと感じました。そして，顔の表情は大切だということがわかりました。笑顔は，

コミュニケーションをとる中で一番必要なのではないかと思いました。 

また，完璧な英語を話そうとすると，すごく難しかったです。まずは，正しい英文になっ

てなくても，どんどん自分から話しかけて，もっと積極的になることが重要だと実感しま

した。 

○事例発表者（林） 

僕が感じたのは，国が違っていても意思の疎通ができることです。僕たちも英語は習っ

ていますが，まだ普通に話せるレベルではないと思っていました。書道を教えるのも不安

だったけど，実際にやってみると結構通じたので驚きました。 

また，一緒に写真をとるときも，言葉が違うのに楽しむことができました。大切なのは，

話しかける勇気だなと思いました。 

○事例発表者（宮地） 

日本文化を紹介しながら，英語で会話したり，質問に答えたりしました。難しいなと思

うことや，伝えられてうれしいと思うことがありました。 

もっと英語を勉強して，自分の伝えたいことを話したい，相手の言っていることを理解

できるようになりたいと思いました。 

○事例発表者（林） 

僕たちは，８月にアメリカス市を訪問します。そのときに楽しみなことは，やはりホー

ムステイです。実際に，現地の家に泊まるので，日本との違いや生活を実際に感じること

ができるからです。また，この機会に積極的に話しかけ，どんどん交流していきたいです。 

○事例発表者（宮地） 

初めて乗る飛行機，ホームステイ，カーター氏に会うことが楽しみです。また，アメリ

カのいろいろな文化に触れることも楽しみです。外国の方との積極的に話したいです。ま

た，外国の伝統的な習慣や食べ物を感じたいです。できれば，ホストファミリーの人にア

メリカの料理を教えてもらいたいです。 

○事例発表者（平本） 

私たちの挑戦を発表します。私は，ホストファミリーや現地の人と積極的に話して，自

分の英語力を試してみたいです。現地の人と仲よくなり，多くの人と友達になってみたい

と思います。そして，この交流をこれからも続けていけるようにしたいと思います。 
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○事例発表者（田村） 

地域の人々が国際交流の支援をしてくださるおかげで，私たちは国際交流をして，カー

ター氏のこと，異文化のことについて学ぶことができます。だから，この機会をむだにし

ないよう，積極的に行動していく力をつけたいです。 

○事例発表者（林） 

僕は，このアメリカス市との交流を生かして，もっと視野を広く持っていきたいです。

特に，今の時代は国際化がどんどん進んでいます。三次市でのこの交流での経験を生かし

て将来に役立てていきたいです。 

○事例発表者（宮地） 

その他にも，地域の方々は，行事や祭りを盛り上げ，ふるさとを大切にして地域活性化

に取り組んでおられます。それが地域の宝です。それを私たちが引き継ぎ，さらにこの地

域を盛り上げていきたいと思います。 

○事例発表者（林） 

これで発表を終わります。礼。（拍手） 

○事例発表者（田村・林・平本・宮地） 

ありがとうございました。（拍手） 

●知 事 

田村さん，林君，平本さん，宮地さん，ありがとうございました。お昼を食べたときに

は，とっても４人とも恥ずかしそうにもじもじしている感じだったんですけど，上がった

らしっかりとプレゼンできましたよね。どうですか。よかったですよね。（拍手）中学生た

ち。そして，アメリカへ行って，アメリカ人の皆さんと，今度は全員がアメリカ人だよ，

周り。大丈夫？大丈夫ですか。 

○事例発表者（林） 

大丈夫です。（笑い） 

●知 事 

よしよしよし。（拍手）アメリカからこっちへ来てもらったときにも，いろいろ話しかけ

たりとか，英語が完璧じゃなくても話しかけることが大事だと。勇気を持ってやることが

大事だというふうに学んでもらっていると思うんですけど，本当に三次のいい事業だと思

いますよね。甲奴町というと，言葉は悪いかもしれませんけども，田舎じゃないですか。

田舎ですよね。だけど，田舎だからどうのこうのとかいうことじゃない。しっかりと直接

世界につながっていけると，それがやっぱりできるのは勇気だと思うんですけど，こうやっ

ていろんな経験を積んでくれれば，将来の三次をしょって立つ，本当にすばらしい子供た

ちが育っていくし，それから先，また広島県とか日本をしょって立ってくれるんじゃない

かと思います。 
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勇気をふるってここへ出てきてくれた４人の甲奴中の皆さんに，もう一度大きな拍手を

お願いします。（拍手）頑張ってね。ありがとうございました。 

 

○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  

改めまして，今日発表いただきました梵さん，岡本さん，そして永富さん，岡永さん，

田村さん，林君，平本さん，宮地さん，本当にありがとうございました。 

冒頭に申し上げましたように，皆さん，もちろん地域で頑張っている，リーダー的な役

割を果たしていただいている方々でもあるんですけども，やっぱりきっかけは岡本さんの

ように本当に些細なことだったりとか，それをこの自分だけのものにしないで，ほかの人

と一緒にやっていくことによって輪が広がっていくとか，そういうことじゃないかなとい

うふうに思います。 

それぞれ，学校であるとか職場であるとか，いろんな役割をそれぞれみんな果たしてい

ますけれども，その中で少しでも何か違うこととか新しいこととか，いいこととか，思う

だけではなくてやってみる，誰かを巻き込んでみる，そういうことによってその輪がどん

どん広がって，新しい三次名物ができたりとか，それから素敵な笑顔が増えたりとか，書

道を通じて，本当に地域の皆さんが活性化するとか，そういうことではないかなというふ

うに思います。 

ぜひ，今日お聞きの皆さんも，今日できること，あるいは明日できること，日々やって

いることに何か追加をして，何かプラスのものを見て，いつもある，これまであったカー

プソースと唐麺とお好み焼きがあれば，もう全く違う新しい世界をつくることができると

いうことを，皆様も，そんなに大きくなくてもいいんですよ。褒めるだけでもいいんです

よ。そういうことを実践していただければというふうに思います。 

それが三次の力のその積み重ね，お一人お一人の行動が積み重なって三次の力になり，

広島県の力になり，それが大きく変えていくんじゃないかなというふうに思いました。 

本当に，皆さんも最後まで，ちょっと時間が押してもお聞きをいただきまして，本当に
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ありがとうございました。 

それで，実は２点ほど私のほうから最後お願いしたいことがございまして，もうちょっ

とだけお時間をいただきたいんですが，昨年，８月，広島市で大きな土砂災害がありまし

た。そこで 74 名の方がお亡くなりになったんですけれども，再びこういう災害を起こさな

いというために，実は自主防災組織の皆さんとか事業者の皆さん，あるいは行政，そして

県民の皆様が一体となって，「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」というのを４月

からスタートさせたところであります。 

お手元に資料をお配りさせていただいているんですが，この運動には，５つの行動目標

が定められています。特に，梅雨入りを迎えたこの時期には，身の回りの土砂災害である

とか，洪水の危険箇所であるとか，避難場所，避難経路といったものを，まず知っていた

だくということがとても大事なことだというふうに思います。災害危険箇所とか避難場所

については，「県民総ぐるみ運動を知る」でインターネットを検索いただくか，市からハ

ザードマップが配布されていると思いますので，それで確認をいただければと思います。

皆様も，ご家庭とか職場とか地域で，ぜひいま一度確認をお願いしたいと思います。これ

も，誰かが確認するじゃなくて，皆さんお一人お一人が確認をしてくださいね。本当にお

願いをします。 

それからもう１点は，日本一安全・安心な広島県を目指して，交通死亡事故や特殊詐欺

被害を減らすアンダー100 作戦，これは県警のほうが取り組んでもらっています。こちら

もチラシがありますので，交通事故や特殊詐欺に遭わないように，ご自身を守るための備

えも万全にしていただきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いします。 

それでは，以上であります。本日はどうもありがとうございました。 

 

○事務局 

済みません。私たち事務局のほうから，もう１つだけ会場の皆さんにお知らせをさせて

いただきたいと思います。すいません，お時間をいただきます。 

私は，県の広報課で，広島県のフェイスブックとツイッターの担当をしております寺本

と申します。よろしくお願いいたします。 

皆さんは，広島県の公式フェイスブックとツイッターの存在はご存じでしょうか。広島

県広報課では，フェイスブックやツイッターといったインターネット上のサービス，つま

りＳＮＳを活用して，県内のイベントやグルメ，防災情報，観光情報とかお出かけ情報な

ど，皆さんの生活に役に立つ情報を日々発信しています。広島県のフェイスブックやツイッ

ターのことは知らなかったなという方は，ぜひ広島県のページをごらんいただき，「いい

ね！」またはフォローをお願いできればと思います。 

本日，お配りさせていただいております封筒の中にも，オレンジ色のＳＮＳの紹介チラ
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シを入れておりますので，そちらをごらんいただき，ぜひフェイスブックやツイッターを

やってない方は，本日，この機会にご登録いただけたらと思います。 

なお，どのように登録したらいいのかわからないという方や，どうやったら広島県のペー

ジに「いいね！」，フォローができるのかわからないという方は，ぜひ私たち事務局のほう

が，この会の終了後もしばらくこの会場におりますので，どうぞお気軽にお声がけいただ

けたらと思います。 

これからも，皆さんの生活のお役に立てる情報を１人でも多くの方に発信するべく，ま

た本日のチャレンジ・トーク同様に，広島県の元気を発信し，どんどん盛り上げていける

ように頑張ってまいりたいと思いますので，ぜひ皆さんのお力をおかりできればと思いま

す。 

以上です。ありがとうございました。（拍手） 

 

○司 会 

皆様，事務局からのお願いまで聞いていただきまして，どうもありがとうございました。

ちなみに，フェイスブックをやられている方，ちょっと手を。やられている。皆さん，ぜ

ひ始めてください。広島県に「いいね！」をしていただいている，広島県に「いいね！」。

じゃ，今のを聞いて，今日しようかなと思う，今日しようかな，明日はしよう。ぜひ，事

務局の職員がおりますので，お声かけいただければと思います。 

すいません。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」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。（拍手）ありがとう

ございました。 

なお，ご来場時にお渡ししておりますアンケートを，出口で回収させていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

本日はご参加をいただき，まことにありがとうございました。（拍手） 

 


