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開  会  ○司会（豊田）○司会（豊田）○司会（豊田）○司会（豊田）    皆様，改めましてこんにちは。（「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。ただいまから，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，広島県広報課の豊田と申します。今日は，チャレンジに向けて元気が出る会にしたいと思います。どうかよろしくお願いします。 （拍手） 
 

知事挨拶  ○司○司○司○司    会会会会    それでは初めに，湯﨑英彦広島県知事がご挨拶を申し上げます。  ●知事（湯﨑）●知事（湯﨑）●知事（湯﨑）●知事（湯﨑）    皆さん，こんにちは。（「こんにちは。」の声あり） 今日は外は本当にいいお天気で，お掃除，あるいはお出かけなどされたいところだと思いますが，ここにお集まりいただきまして，ありがとうございます。 このチャレンジ・トーク，海田町は３回目の開催となりますが，これまで全県では 73回開催をしております。今日の発表者の方は５組ですが，これまで発表していただいた方は 600 人にも上り，ご来場いただいた皆さんにあっては，合計 9,000 人にもなります。 随分と蓄積ができてきたなと思っています。 以前から言っておりますが，皆さんのお話をいただき，それらをためて発酵させまして，味噌のように県政の味つけにしたい思っております。 おかげさまで本当にそのような素晴らしい会になってきています。 今日は，こちらへ来る前，午前中に２カ所ほど訪問をさせていただいたのですが，１つ目が『海田郷土文化研究会』というところで，海田町での古い写真を収集して，それを今後展示していったり，あるいは写真集のようなものをつくっていったりしようという活動を拝見させていただきました。 私もびっくりしたのですが，古い写真というのは，いろいろなことが分かって本当に面白い。写真をまとめてみると，次の世代にもつながっていくということが分かり，大変地道な作業ですけれども，素晴らしいなと思いました。 
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昔のお葬式の風景が（会場前方のスクリーンに）写っているのですが，今のお葬式と全く違いますね。白い着物が喪服だそうで，今は白だと怒られそうですが，昔は喪服が白かったという発見があったり，本当に楽しい活動でした。 それからその後，子どもたちの太鼓の会である『海田鼓童子』の皆さんの練習に参加をさせていただきました。子どもたちが本当に元気いっぱいで楽しそうでした。 私も少し太鼓を叩かせてもらいましたが，実際にやってみると大変なことがよくわかりました。海田町は子どもたちも多いので，こういう活動に参加して活発にやっているのはすばらしいなと思いました。 今日は，町長もいらっしゃっていますが，町の方には大変ご協力をいただき，本当にありがとうございました。 これから，５組の皆様にご発表いただくわけですが，来場された皆さんにおかれましては，本当に毎回，元気をいただいてお帰りになられているので，今日も期待をしたいと思っております。 それでは改めまして，２時間弱程の会になると思いますが，どうぞよろしくお願いいたします。 （拍手）  ○司○司○司○司    会会会会    湯﨑知事，ありがとうございました。それでは知事，檀上のお席の方へお移りください。  
事例発表者紹介     ○司○司○司○司    会会会会    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，檀上の方へお上がりください。 向かって左側からご紹介させていただきます。海田町出身で日本人初の金メダリスト織田幹雄氏の偉業をたたえるとともに海田町のスポーツ振興に取り組んでいらっしゃる『織田幹雄スポーツ振興会』理事の八木紀光さん（拍手），同じく永海房雄さんでございます。（拍手） 続きまして，町花であるヒマワリについてもっと町民の皆さんに親しみを持ってもらえるよう，景観の美化活動などの取組を行われていらっしゃる住民グループ『かいたのヒマワリ屋さん』の川上一望さん（拍手），同じく宮尾利奈子さんです。（拍手） 
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続きまして，校区内の小学校と連携し，教員，保護者，地域住民とが一体となって行う地域貢献活動に参画されている町立海田西中学校を代表して，３年生の岩田尚也さん。（拍手） 町主催の事業で海外留学生と交流活動を行うグローバルキャンプへの参加や地域住民の方をコーチに招いての陸上部での活動などを積極的に取り組んでいる町立海田中学校２年生の栗原育美さん。（拍手） 続きまして，日本の中世の衣装の製作など家政科での日々の学習や，今年の夏に開催される全国高等学校総合文化祭 2016ひろしま総文の家庭部門の生徒実行委員長として，日々事前準備に取り組んでおられる県立海田高等学校家政科２年生の倉本碧さん。（拍手） 以上の５組の皆さんです。発表者の皆さん，どうもありがとうございました。一旦席へお戻りください。（拍手） それではここからは，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。 それでは知事，どうぞよろしくお願いします。  
事例発表  事例発表① ●知●知●知●知    事事事事    それでは，どうぞよろしくお願いします。 今日事例発表をいただく５組の皆さんは，地域，職場，あるいは学校で積極的に活動して挑戦をされている方々です。 初めに発表をいただきますのは，先ほどもご紹介がありました織田幹雄スポーツ振興会理事の八木紀光さんと永海房雄さんのお二方です。 改めてご紹介をさせていただきますと，お二人は海田町出身で，日本人初の金メダリストとなりました織田幹雄さんの偉業をたたえ，また，海田町民のスポーツについての理解と関心を深めることを目的に設立された，織田幹雄スポーツ振興会で，町民を対象にしたスポーツ教室の開催や海田町駅伝大会の企画・開催などに取り組んでいらっしゃいます。 発表のテーマは，『海田町からオリンピック選手を！』です。 それでは八木さん，永海さん，よろしくお願いいたします。     ○事例発表者○事例発表者○事例発表者○事例発表者（（（（永海永海永海永海））））    本日は織田幹雄スポーツ振興会の取組について海田町からオリンピック選手をというタイトルで発表させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 最初に私たち海田町民が誇る織田幹雄さんについてご紹介をしたいと思います。 まずは，1928 年のオリンピックの貴重な映像が残っておりますので，こちらをご覧くだ
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さい。 （映像）     ○事例発表者○事例発表者○事例発表者○事例発表者（（（（永海永海永海永海））））    織田幹雄さんは，1905 年，明治 28 年に海田町の稲荷町でお生まれになり，鼓浦尋常高等小学校，現在の海田小学校，広島一中，現在の国泰寺高校それから広島高等師範学校，現在の広島大学，早稲田大学と進んでおられます。広島一中時代，最初はサッカー部に所属されていたそうですが，中学４年生になった時に徒歩部ができたことをきっかけに陸上を本格的に始められました。 1924 年 19 歳の時に第８回オリンピック・パリ大会に出場され，三段跳びで６位入賞を果たされました。４年後の 1928 年８月２日第９回オリンピック・アムステルダム大会で映像にもありましたとおり，三段跳びで日本人初のオリンピック金メダリストとなっておられます。 引退後も 1964 年の東京オリンピックで陸上競技日本代表総監督を務められるなど，日本の陸上の発展にご尽力されました。その功績から日本陸上界の父とも呼ばれております。東京都名誉都民，広島県名誉県民，広島市名誉市民でいらっしゃるとともに海田町の名誉町民でもございます。 振興会の発足の経緯でございますが，平成６年に織田幹雄さんご本人から，海田町のスポーツ振興にということで多額のご寄附をいただき，これを有効に活用していきたいということで，平成７年に織田幹雄スポーツ振興会が発足をいたしました。その目的は，町民のスポーツに対する理解と関心を深めること，スポーツ指導者を育成すること，競技力の向上を図ることなどを目的に掲げております。今年度でちょうど 20周年を迎えましたが，写真にありますように平成８年から主に中国電力の陸上競技部の選手ＯＢの方にご協力いただいて，陸上教室を開催。平成 13年には海田町ご出身の大下剛史さんにご協力をいただいて野球教室を開催。そして，平成 14 年には為末大さんをお招きしております。また，平成 21年からは，織田幹雄さんが金メダルを獲得された８月２日にちなみ，この時期に金メダルの日記念事業を開催するなど，さまざまな活動を行ってまいりました。また，大きな大会で優秀な成績をおさめられた選手の表彰も行っております。 まず，スポーツ教室でございますが，小学校３年生から６年生を対象に，陸上教室とバレーボール教室を行っております。振興会の目的でもありますスポーツに対する理解と関心を深めることを目指して，小学生がスポーツを始めるきっかけに，陸上に興味を持って欲しいという思いで活動しております。今年度からは陸上教室に選手教室を設けまして，今後ジュニアアスリートの育成にも少し力を入れていきたいと考えております。 続きまして，織田幹雄金メダルの日記念事業でございます。織田幹雄さんが金メダルを獲得された８月２日にちなんで，平成 21年の８月２日に第１回を開催いたしました。以降，



－5－ 

毎年８月の第１日曜日に開催をしております。初めは三段跳びにちなんでジャンプ＆ジャンプ大会ということで，走り高跳びと走り高跳びの講習会，記録会を行っておりましたが，より多くの方にご参加をいただきたいということで，平成 26年度からジャンプ＆ラン大会としております。今年度は走り幅跳び，短距離走のご指導をアテネオリンピックに出場された松田亮さん，現在の広島経済大学の陸上部の監督でございます。長距離走のほうは北京オリンピックに出場された尾形剛さん，この方も現在広島経済大学の陸上部の監督をしております。これらの方達にお願いをいたしました。小学生 32 名中学生 32 名高校生 22名の合計 86名の方にご参加をいただいております。 続きまして，海田町駅伝大会でございます。振興会が主催する事業の中で一番大きな大会です。平成 26年度の前回大会は，近隣を中心に 136 チーム 816名の方にご参加をいただきました。近年の健康志向，マラソン人気もあって参加者数は毎年右肩上がりとなっております。今年度は２月 21 日に開催をいたします。ただいま参加チーム募集中ですが，お聞きしますところ県の職員の方の中にもジョギングをされる方が多くいらっしゃるとお聞きしておりますので，知事も職員の方と一緒にチームを組んでご参加をいただければ（笑）と思っております。 続きまして，トップアスリート展です。平成 25 年度に織田幹雄さんのご子息からディプロマと呼ばれますオリンピックの賞状などを町にご寄贈いただきました。これをきっかけに町立小中学校全６校を巡回展示して子どもたちの教材として活用してもらったり，平成26年度には公民館役場等の公共施設で巡回展示を行い，多くの町民の方にも貴重な資料を見ていただいております。 これがそのディプロマです。左がアムステルダム大会での優勝のディプロマで，右がパリ大会での第６位のものです。先ほどご紹介させていただきました金メダルの日記念事業などでも子どもたちに見てもらっております。普段は町のふるさと館のほうでレプリカを展示しておりますが，本日は特別に実物を持ってきていただいておりますので，ぜひご覧いただければと思っております。 最後に，今後に向けてでございますが，大きく２つのチャレンジをしていきたいと考えております。１つ目は本日の発表のタイトルでもあります，「海田町からオリンピック選手を！」です。織田幹雄スポーツ教室出身の選手で，今年度の全日本中学陸上選手権の 110メートルハードルで第６位入賞を果たしました福本廉君や，昨年全日本中学校通信陸上競技広島県大会走り幅跳びで優勝した日隅健太郎君など，有望な選手もおります。また，先ほど言いましたように振興会では，毎年優れた成績を残した海田町ゆかりの選手の表彰を行っておりますが，ここ数年，毎年のように表彰しておりますボクシングで国体優勝をした原田直樹さん・健太さんご兄弟などもおられ，近い将来実現できるのではないかと思っております。 ２つ目のチャレンジは，スポーツを通じたまちづくりでございます。海田町は織田幹雄
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さんを初め，昭和 50年のカープの初優勝の時に１，２番コンビとして大活躍をされました大下剛史さん，三村敏之さんなどの多くのアスリートを輩出したまちでございます。今後も主に若い世代を対象に多くのスポーツ事業を行うことによって，町の活性化に取り組んでいきたいと考えております。また，先ほどのディプロマなど貴重な資料を適切に後世に引き継ぐとともに，2020年の東京オリンピック，パラリンピックに向けて日本人初のオリンピック金メダリスト織田幹雄さんの偉業と人間としての魅力を多くの人に知っていただくために，今，町のほうで織田幹雄記念館を建設する動きがあります。振興会といたしましては，この記念館を核に，さらに海田町のスポーツ振興の中心的な役割を果たしてまいりたいと考えております。 以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 （拍手）  ●知●知●知●知    事事事事    八木さん，永海さん，どうもありがとうございました。動く織田幹雄さんを私は実は初めて見ましたが，にっこりとした笑顔を見るとまるで普通に海田町内を歩いていそうなお兄さんで，とても身近に感じました。織田幹雄さんは，この地域のヒーローであって，ご存じない方はいないと思うのですが，そもそも八木さんと永海さんがこの振興会にかかわるようになったきっかけというのは，どういうところだったんでしょうか。  ○事例発表者（○事例発表者（○事例発表者（○事例発表者（八木八木八木八木））））    私は，もともと海田南小学校で小学生のサッカーの指導をしております。現在は海田町スポーツ少年団の本部長をやっておりますが，その流れでこちらの振興会にもかかわるようになっております。  ○事例発表者（○事例発表者（○事例発表者（○事例発表者（永海永海永海永海））））    私は，町の体育協会の会長をしておりまして，その関係で織田幹雄スポーツ振興会の方にかかわらせていただいております。     ●知●知●知●知    事事事事    このスポーツ振興会が取り組まれている事業や行事は，結構たくさんありますよね。駅伝，金メダルの日の行事や陸上教室の他，少年サッカーなどなかなか大変ではないかと思うのですがいかがでしょう。大変だけれども好きなので，やっぱりやりたいなという感じですか。  ○事例発表者（○事例発表者（○事例発表者（○事例発表者（八木八木八木八木））））    
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特別に大変ということはありません。ごく普通に好きでやっております。（笑）     ●知●知●知●知    事事事事    織田さんの海田のために役立てて欲しいというお気持ちですよね。それをつないでいきたいということですね     ○事例発表者（○事例発表者（○事例発表者（○事例発表者（八木八木八木八木））））    そのとおりです。     ●知●知●知●知    事事事事    先ほどの写真を見ていても，本当にたくさんの子どもたち，たくさんの方が携わっているのが分かります。駅伝にあっては周辺も含めて 816 名もの多くの方が関わっていらっしゃるとのこと，運営自体本当に大変だと思います。お好きでやられているから大変じゃないとおっしゃるかもしれませんけれども（笑） でもこれは，町が直接行うのも大変ですし，誰かが面倒見ないと続かないことだと思います。これだけ大きなイベントを 20年にも渡って連綿と続けてこられたということですね。 こういった取組で子どもたちが走ること，あるいはスポーツ，運動を楽しむということをしっかりと身につけてくれたら，将来的にも本当にすばらしいと思います。また，駅伝などは，たくさんの人が来て賑わうことで，町の活性化にもつながり，すばらしい活動だと思います。 陸上教室の子どもたちが走っている写真，スタートの写真が（発表のパワーポイントの中に）ありましたね。本当にしっかりとしていて，格好良かったですね。 是非これからも海田の子どもたち，あるいは海田町のため，そして何よりも織田幹雄さんの名前をずっとつなげていくためにも，頑張っていただきたいと思います。 八木さんと永海さん，そして織田幹雄スポーツ振興会の皆様に改めて大きな拍手をお願いします。 （拍手）  事例発表② ●知●知●知●知    事事事事    ありがとうございました。 それでは続きまして発表をいただきますのは，住民グループ 海田のヒマワリ屋さんの川上一望さん，そして宮尾利奈子さんのお二方でございます。 海田のヒマワリ屋さんでは，町花であるヒマワリについてもっと町民の皆さんに親しみを持ってもらえるよう，ヒマワリによる景観の美化活動や町内の小学校と連携した花壇の
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整備，栽培等のほか，イベントを通じて町民へのヒマワリの種の配布事業なども行っていらっしゃいます。 今日の発表のテーマは，「町花ヒマワリを一家に一花を！」です。 それでは川上さん，宮尾さん，よろしくお願いします。 （拍手）  ○事例発表者（○事例発表者（○事例発表者（○事例発表者（川上川上川上川上））））    皆さんこんにちは。（「こんにちは。」の声あり） 海田町の住民グループの海田のヒマワリ屋さんの川上です。     ○事例発表者（宮尾）○事例発表者（宮尾）○事例発表者（宮尾）○事例発表者（宮尾）    宮尾です。  ○事例発表者（川上）○事例発表者（川上）○事例発表者（川上）○事例発表者（川上）    よろしくお願いいたします。 （拍手） ヒマワリは，昭和 61年９月に海田町合併 30周年記念の事業の一環として町花として制定されました。夏の日差しの中で太陽に向かって伸びるヒマワリの姿は，どんな困難にも負けず，明るく健康でたくましいものです。ヒマワリは夢と希望を秘めて発展する海田町を象徴する花となりました。そして，平成２年海田商工会婦人部の発足 10周年記念事業により，「町花ヒマワリをまちいっぱいに咲かせよう」をスローガンにヒマワリの和を広げよう運動を実施されました。 しかしながら，女性部会の事業のため限界がありました。町民組織として展開するため，47 の団体，事業所，組織の長を発起人として平成６年５月 12 日設立総会を開催し，ひまわりの会が創設されました。ヒマワリ畑は町内の中心に位置し，約 16アールの畑に約 8,000本の大輪の花を咲かせ，見る人に夢と希望が膨らむまちづくりを目指す場所となりました。その１年間の活動は春の種まきから始まり，夏のヒマワリ迷路，交流会，木下あいりちゃんゆかりのヒマワリ栽培など，幅広く普及の努力をしてまいりました。「町花ヒマワリはどこへ行ったら見れるの？」「日の出の交差点に行けば見れるよ」と。そのくらい認知されてきていました。 しかしながら，ひまわりの会の活動も 20年で幕を閉じることになりました。管理するヒマワリ畑が，バイパス工事の用地に決定したことや，活動の中心役の田原会長が高齢で退任することになったこと，代替地も見通しが立たないことから，平成 26年６月 25日の役員会で解散を決定しました。そして，全ての年間行事が無事終了した平成 26 年 11 月 27日，サンピア・アキで 80名の参加の中，解散総会を行い，20年の歴史に幕を閉じました。 
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解散決定後，あらゆる場所で町民の人に「海田町といえば何ですか？」と聞くと，「ヒマワリよ」という返事が返ってきました。海田町からヒマワリが消えるのは寂しいなど，多くの人から「町花ヒマワリ」を望む声がありました。残務整理をしていました私たちは町花ヒマワリを消してはダメだと，元ひまわりの会にお願いをしまして，ヒマワリ畑を借りることができました。 太陽の子ヒマワリ。こういう名前の育つ場所ができました。有志４人が行動開始しました。畑づくりです。平成 27年２月 23 日，軽トラを借りて，元ひまわりの会の畑から土を２カ所に運びました。そして立派な畑をつくりました。 南小学校の畑は，昨年の夏にひまわりの会が解散しそうな話を聞いた当時６年生の女の子が町花ヒマワリの栽培を学校に提案し，正門前にできたものです。 ひまわり会についての新聞報道としては，平成 26年，西暦では 2014 年７月４日の「ひまわり会の活動 20年で幕」，９月３日の海田ひまわりの会の田原会長が亡くなったこと，11 月 28 日「ひまわり会の思いを胸に解散総会」といった記事が出されました。これら反響がすごく多かったため，私たちは十分に検討を重ねた結果，海田のヒマワリ屋さんを平成 27年４月１日に立ち上げることにいたしました。「町花ヒマワリを一家に一花を！」これをスローガンに町花ヒマワリが咲く明るいまちを。学校にヒマワリで笑顔を。ヒマワリ屋さんはお手伝いをします。ヒマワリ屋さん好きの会員大歓迎。これらを柱に普及活動を進めてまいりました。     ○事例発表者（宮尾）○事例発表者（宮尾）○事例発表者（宮尾）○事例発表者（宮尾）    そして，ついにヒマワリの種まきの時が来ました。海田南小学校栽培委員会の 25人が約10平方メートルの専用花壇に，あいりちゃん，はるかちゃんゆかりのヒマワリの種 200粒を 20センチ間隔で植えつけをしました。鳥に種を取られないようにネットは畑いっぱいに張り，できたヒマワリ畑に歓喜が沸きました。当日は中国新聞の取材もあり，翌日の朝刊に掲載され，大きな反響を呼ぶことにもなりました。 海田南小学校の種まき報道を見て協力要請が増え，ヒマワリの種，畑の整備など，うれしいお手伝いができました。かいたのヒマワリ屋さんには６品種，海田西小学校は５品種，そして海田小学校は一番多い８品種の種まきをして２カ月後には大輪の花が咲くことを願いました。種まき後，朝夕の水やりで元気に育ってきたヒマワリも双葉が出てきました。海田町の小学校４校，かいたのヒマワリ屋さん，地元スーパー，福祉センターなどです。そして草取り，追肥，水やりを重ねてきた畑で大輪の花が咲きました。海田南小学校の正門前，海田東小学校のプランターで通学路に咲いたビッグスマイルなどで行き交う人の心を癒してくれました。 海田西小学校では，命の花プロジェクトとして福島ひまわり里親プロジェクト，木下あいりちゃん，加藤はるかちゃん，命の土のヒマワリを育て，立派に咲かせました。 



－10－ 

そして，図書ＮＩＥ委員会は種まきから一緒に参加し，取材を続け，図書ＮＩＥ新聞を６回発刊し，専用掲示板に掲げて学校内の児童に紹介しました。本当にご苦労様でした。 海田小学校のヒマワリ畑は正門横とグラウンドの掲揚台横につくりました。８月 16 日の海田小学校区自治会連合会盆踊り大会に咲かせるため，種まきも６月 23 日に行い，無事当日に咲かせることができました。盆踊り大会の始めには，かいたのヒマワリ屋さんと大輪の花をつけたヒマワリについても紹介をしていただき，自治会の皆さんに一役を担っていただきました。盆踊りは多くの人が楽しみ，ヒマワリも喜んでいるように見えました。 町花ヒマワリの普及に向けてスタートした活動も，町民皆さんの協力によりご覧の多くの畑で大輪の花を咲かすことができ，本当にありがとうございました。 平成 17年 11月 22 日。下校時に殺害された木下あいりちゃん，当時７歳の事件を風化させないため，あいりちゃんゆかりのヒマワリの種を平成 27年９月 12 日に植えつけ，無事に咲かすことができました。咲いたヒマワリは 11月 22 日の命日の朝，事件現場に花束にしたヒマワリを献花し 10年目の冥福を祈りました。この活動は毎年新聞に掲載され，このたびも報道されました。私たちは今後もこの活動は続けていきたいと思っています。 町花ヒマワリの普及活動の一環として，スマイルフェスタ inかいたで，タネリンピックのイベントで参加しています。30秒間にヒマワリの種をはしで何粒移せるかを競うものです。今回は 524人と多くの方が挑戦をしていただきました。各年齢別での最高は中学生以上で 47粒。小学校４年から６年で 41粒。小学校１年から３年で 25粒。そして小学生以下では 10粒と素晴らしいはしさばきでした。しかし，目標達成者は 32 人と挑戦者の６％という難しさを表した結果でした。目標達成者にはヒマワリの種を景品としてプレゼント。一家に一花をぜひとも咲かせていただくことを願って渡しました。今日は会場の入り口に挑戦コーナーをつくっています。ぜひ挑戦してみてください。知事もお時間がありましたらぜひチャレンジしてみてください。  ○事例発表者（川上）○事例発表者（川上）○事例発表者（川上）○事例発表者（川上）    私たちの活動も２年目を迎えます。海田町の小学校４校へのお手伝い，公共施設での取組，海田町制施行 60周年記念の取組，一家に一花を運動の推進，会員の募集などを行ってまいりたいと思っております。 本日は貴重なお時間の中で発表の場をいただき，かいたのヒマワリ屋さんとして感謝を申し上げます。最後に，ここにお集まりの皆さん，町花ヒマワリの取組を切にお願い申し上げます。 最後に，ヒマワリの花言葉。私の目はあなただけを見つめる。 ご清聴ありがとうございました。 （拍手）     
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●知●知●知●知    事事事事    どうもありがとうございました。 20年続いたひまわりの会の中心になって活動されていた田原さん，お亡くなりになって本当に残念でした。一旦解散ということになったわけですが，でもやっぱりやろうというお気持ちになった。これはどなたが言い始めたのですか。  ○事例発表者（川上）○事例発表者（川上）○事例発表者（川上）○事例発表者（川上）    これは，私たちも携わってきたのですが，実際にヒマワリを栽培してみますと，本当にヒマワリはかわいいのです。そして元気もくれます。 それから，町民の皆さんから「海田の町花のヒマワリはどこに行けば見られるの？」と聞かれたとき，それまでは絶えず「日の出」と言っていたのですが，その「日の出」が無くなったものですから，やはり寂しさがありました。そしてもう一度挑戦してみようと。  従来とは違う，一家に一花でいいですから咲かせてくださいという運動で再スタートしました。  ●知●知●知●知    事事事事    中心であった方がいなくなったら，誰かがやってくれたらいいのに，と思われる方もいらっしゃると思います。ご自分がやろうと決心されたのはどういうところですか。 宮尾さんにカギがあるようですね。どうぞ。     ○事例発表者（宮尾）○事例発表者（宮尾）○事例発表者（宮尾）○事例発表者（宮尾）    私も，以前のひまわりの会には属していなくて，ただボランティアとして田原さんのお手伝いをしている感覚で携わってきたのです。ヒマワリ畑は，町民の方と触れ合う場所であり，その場がなくなるのは寂しいという思いがありました。 私も子どもがいるので，子どもにそういうものを見せたいという気持ちもあり，続けていけるものなら続けていきたいという気持ちでした。  ●知●知●知●知    事事事事    なるほど。「広島県人は，ほっとけん人」という標語がありますが，ほっとけん人の１人だったということですね。 それから，小学校の校庭，花壇を提供とありましたが，これは，小学校６年生のお子さんが提案をされたということなのですか。     ○事例発表者（川上）○事例発表者（川上）○事例発表者（川上）○事例発表者（川上）    
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宮尾さんのお子さんの友達が，よくヒマワリ畑に来ておられていて，ちょうどその頃，ヒマワリ畑がなくなるという噂が出たのです。その時に南小学校の６年生の子，今は中学校１年生ですが，その子が是非ともヒマワリ畑をみんなで学校につくろうと校長先生に直訴されたことでスタートしたといういきさつです。     ●知●知●知●知    事事事事    なかなか勇気がありますね。校長先生のところへ言いに行くとは。お子さん同士がお友達だったんですか。     ○事例発表者（宮尾）○事例発表者（宮尾）○事例発表者（宮尾）○事例発表者（宮尾）    私とその子のお母さんが，高校からの同級生で，子どもさんともずっとお付き合いがあったのです。やってみたいという話を聞いて，お手伝いをしました。     ●知●知●知●知    事事事事    そういったネットワークも上手く効いているという気がいたしましたが，やはり「ヒマワリがあるとうれしいな」とか「無いと寂しいな」といった思いがこの 20年の間に町民の皆さんに浸透していったということですよね。バイパスを作っている張本人の１人として大変申し訳ないですが，逆に活動を見直すきっかけにもなったかもしれないなと思います。ちょっと言い訳みたいですが（笑） この度，次の世代にバトンタッチすることとなり，畑を確保することができたのは良かったですが，一家に一花ということで町中にヒマワリが咲くようになる，これは新しい展開ですね。 それが実現するように皆さんにもご協力要請がございましたけれども，町民のお一人お一人がヒマワリが良かったなと思われたら，皆さんご参加いただくことによって，素晴らしいヒマワリ，海田総ヒマワリ畑みたいな感じになっていくのではないかと思います。 今回報道も本当によかった。こうして新聞に出ると本当にうれしいですし，影響も大きいですよね。 それでは，海田町のヒマワリ。この伝統を連綿と受け継いでいただいた，海田のヒマワリ屋さん。今日は川上一望さんと宮尾利奈子さんにご発表いただきましたが，本当にありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。 （拍手）     事例発表③ ●知●知●知●知    事事事事    それでは続いて，今度は中学生の発表になります。町立海田西中学校３年生の岩田尚也
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君です。海田西中学校では，校区内の小学校と連携をしまして，教員・保護者・地域住民とが一体となって行う河川敷クリーン活動やあいさつ運動などを通じて地域貢献活動に参画をされています。 今日の発表のテーマは，地域とともに心の元気，あいさつふれあい夢いっぱい海田町です。 それでは，岩田君，よろしくお願いします。 （拍手）  ○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）    海田町立海田西中学校，前生徒会長の３年岩田尚也です。よろしくお願いします。 （拍手） では，ここで問題です。地域まるごと宣言の左にあるハートのマークには文字が隠されています。何という文字か分かりますか。 正解はＫＡＩＴＡです。 私の中学校では近隣の２つの小学校とともに平成 25 年度に広島県教育委員会の心の元気を育てる地域支援事業という指定を受けました。地域の人と一緒に心を元気にしていこうというもので，あいさつふれあい夢いっぱい海田町という地域まるごと宣言を決め，このような横断幕もつくりました。指定が終わってからもますますこれを広げ，私たちの地域の文化，新しい伝統にしていこうと取り組んでいる３つのことを紹介します。 １つ目はあいさつ運動です。私の中学校では毎朝正門に立ってあいさつ運動を行っています。日ごろは生徒のみで行っていますが，月に３回は小学生や地域の方々にも参加していただいています。朝早くから行っていますが，多くのお地域の方々が参加してくださり，いつも心温かくなりうれしく思います。私は登校するときに地域の方がたくさんいらっしゃると自然に笑顔になります。これからも地域の方々とあいさつ運動を続け，あいさつの輪を広げていきます。また，校内にはこのようなポスターを掲示し，生徒にもあいさつ運動について広く呼びかけをしています。あいさつ運動は学校だけでなく海田市駅前のひまわり大橋でも活動を行っています。ここでは日ごろお世話になっている地域の方々に感謝の気持ちを伝えるために挨拶を行っています。今年度は海田中学校区へも広がり，海田町内全ての小中学校６校と高等学校の先生や児童生徒，保護者や推進委員の皆さんとあいさつ運動を行いました。 ２つ目は３校合同クリーンキャンペーンです。おととしから小学生とともに瀬野川の河川敷を掃除する活動を行っています。しかし，これまでは地域の方々への参加を募るため，自治会などへ呼びかけをするなどの取り組みをしてきましたが，当日の参加は 30 人程度でした。そこで今年は，小中合同の子ども会議で地域の方々に 100 人以上参加してもらおうという目標を決め，自治会への呼びかけのほかにもチラシやポスターをまちの公共施設や
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店などに置いてもらったり，子どもから保護者へ直接依頼文を渡すなど積極的に呼びかけました。 これは今年度の当日の様子です。平日にもかかわらず 130 人ほどの方々に集まっていただき，目標を達成することができました。私たちのためにたくさんの方々が参加してくださり，私は地域の方々の温かさを感じることができ，いつも見守っていただき支えてもらっているんだなと思いました。また，掃除をしている中であまりごみはありませんでした。それは日ごろから地域の方々が海田町をきれいにするために活動されているからだと思います。私たちの見えないところからまちを支えてくださっている地域の方々にこのまちのよさを感じました。 ３つ目は植栽活動です。ここでは，きれいなまちになるように，海田町があいさつであふれるように，また，日ごろ伝えることができない地域の方々への感謝の気持ちを込めて，それぞれのプランターにメッセージを添えています。植栽活動をして植えた花を日ごろから大変お世話になっている公共の施設へ持って行き，置かせてもらっています。どの場所も快く受けてくださり優しい方ばかりだなと思いました。それぞれの場所から多くの地域の方へ私たちの感謝の思いが伝わるとうれしいです。また，今年度から海田市駅にも置かしてもらうので，町外から来る方にも海田町の玄関として明るくきれいになると思います。 私たちの活動に非常に多くの方々が協力してくださり，今ではこれらの活動が，このまちの文化，新しい伝統となり，本当にこのまちを私は誇りに思います。私もこれから大人になっていきますが，海田町のようにまちのために活動したり，まちのために動ける人になりたいと思います。このまちの方々は私の誇りであり目標です。このまちで生活できてとても幸せです。 あいさつふれあい夢いっぱい海田町の地域まるごと宣言のもと，これからも地域の方々とよりよいまちにしていきます。 ご清聴ありがとうございました。 （拍手）     ●知●知●知●知    事事事事    岩田君，どうもありがとうございました。 あいさつとクリーンと植栽の３つの活動。生徒会長として１年間携わってきたのかな。どんなところが大変でしたか。  ○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）    生徒が取り組むことは当たり前なのですが，地域の方々にも協力してもらうということで，どう呼びかけるか，伝え方など非常に苦労しました。     
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●知●知●知●知    事事事事    100 人という大きな目標を立てて，それが達成できた時にはどんな気持ちでしたか。     ○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）    自分たちで呼びかけたことで，たくさんの人が集まってくれて，本当にうれしいなと思いました。     ●知●知●知●知    事事事事    小学校と中学校と３校合同でやったわけですが，ほかの学校の子どもたち，皆をまとめていくのはどうでしたか。みんな仲良くできましたか。     ○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）    中学生が小学生をリードして，ちゃんと中学生らしく活動できたと思います。     ●知●知●知●知    事事事事    この活動の中で一番うれしかったこと，楽しかったこと，良かったと思う点はどこでしょう。     ○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）    あいさつがどんどん地域中に広がっていき，校内でもあいさつが盛んに行き交うようになってとてもうれしく思いました。     ●知●知●知●知    事事事事    うんうんとうなずいていらっしゃる方が前の方におられますが，学校をあげて，こうして地域と関わる活動をされるのは本当に素晴らしいですね。大きな町だとなかなか難しいと思います。学校間で協力するのも大変でしょうが，例えば田舎に行くと物理的に広すぎて難しいことも，この海田町のサイズならできるということもあると思います。この海田の特徴をうまく活用して活動されているなと感じました。ところで岩田君は今３年生だよね。ここへ来て発表している場合ではないのでは（笑）  ○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）    いい経験だと思いまして（笑）  ●知●知●知●知    事事事事    進路の方は，どうなっているのかな。 
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 ○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）    近くの海田高校へ進学したいと思います。  ●知●知●知●知    事事事事    試験は３月。  ○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）    はい。２月３日に選抜（Ⅰ）があって。  ●知●知●知●知    事事事事    ２月３日。もうあと２週間だね。ぜひ，頑張ってください。また地元できっと活躍してくれるのではないかと思います。海田高校は県立高校ですけれども，手心は加えませんので（笑）頑張ってくださいね。 それでは岩田君のこの発表に感謝しつつ，合格するように皆さん，応援の拍手をお願いします。 （拍手）     ○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）○事例発表者（岩田）    ありがとうございました。     ●知●知●知●知    事事事事    どうもありがとうございました。 はい。本当に切羽詰っているところで，こうやって出ていただいてありがとうございました。  事例発表④ ●知●知●知●知    事事事事    それでは，続いて海田中学校２年生の栗原育美さんにお願いしたいと思います。 栗原さんは，海田町主催の事業で海外留学生と交流活動を行うグローバルキャンプに積極的に参加をされまして，異文化への理解を深められたということです。また，地域住民の方をコーチに招いての陸上部で活動をされていらっしゃるということで，今年は，８年ぶりに広島県中学校駅伝大会に出場することができ，地域の方の応援やサポートに対して感謝の気持ちを新たにされたということです。 今日の発表のテーマは，『地域の方に支えられて』です。 
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それでは，よろしくお願いします。  ○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）    こんにちは。（「こんにちは。」の声あり）私は海田中学校２年の栗原育美と申します。今日は海田中学校の活動について発表したいと思います。（拍手） こちらの写真をごらんください。これは昨年の夏に行ったグローバルキャンプの様子です。グローバルキャンプとは何？と思われましたか。私たち海田町の小中学生は一昨年より，特に英語の授業を通して自分の意見や考えを英語で表現できるように学習してきました。今年度はその力試しの１つとして，広島県内に留学している海外の高校生との交流を始めました。キャンプという名前ですが，海田町のふるさと館でワークショップ形式で日本や海田町の歴史を紹介しました。 私は，海田町出身の金メダリスト織田幹雄さんを紹介しました。事前に，織田幹雄さんのことをふるさと館，副館長の青木さんから伺ったり自分で調べたりすることで，改めて偉大な人がこの海田町出身だということを誇りに思いました。また，それを英語を使って紹介することができ，織田幹雄さんの有名な言葉である，世界人に一歩近づけたような気がしました。 また，織田幹雄さんは陸上の選手でした。実は私も陸上部に所属しています。専門は長距離です。近年はなかなか思うような成績が出せずにいました。これまでにも，海田中学校の陸上部はたくさんの素晴らしい選手を輩出してきました。 昨年の４月より，海田中学校出身の先輩が指導者として来てくださるようになり，また，地域の方々が私たちを地域の宝として強くしていこう，と応援してくださるようになりました。そのおかげで，記録も徐々に伸び始め，昨年 11月に行われた広島県駅伝大会に，女子は８年ぶりに出場することができました。出場が決まった時は，部員，先生，コーチみんなで抱き合って喜びました。学校の前には大きな横断幕も出していただき，地域の方に応援してもらっていることをひしひしと感じ，大会当日は全員で，感謝をキャッチフレーズにたすきをつなぎました。今年は地域の皆さんに恩返しができるように上位入賞を目標にしています。 さらに陸上部以外の部活動でも運動部・文化部を問わずたくさんの地域のボランティアの方々が，私たちの指導に来てくださっています。あいさつ運動などでもお世話になっています。本当に地元に愛されている学校だなと思います。 これからも海田中学校，そして海田町出身ということを自慢できるように勉強に部活動に頑張ります。 ご清聴ありがとうございました。 （拍手）     
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●知●知●知●知    事事事事    栗原さん，しっかりとした発表をしてくれてありがとうございました。 グローバルキャンプはどうでしたか。留学生の皆さんとうまくコミュニケーションできましたか。     ○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）    ほとんど片言でしゃべっていたのでどこまで伝わったかは分かりませんが，理解してくれていました。  ●知●知●知●知    事事事事    ということは伝わったということだね（笑） 実際に海外の人と交流してみてどんな印象でしたか。     ○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）    なかなか海外には行く機会がないので，英語をしゃべれてよかったなと思っています。  ●知●知●知●知    事事事事    どんなことに向こうの皆さんは興味を持っていましたか。  ○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）    かき氷とか，そのあたりに興味を示していたらしいです。     ●知●知●知●知    事事事事    僕達が当たり前だと思っていることが海外の人は面白いと思ってくれたりしますね。日本は電線が張り巡らされていて面白いとか。何に反応するか分からないところもありま すね。そして駅伝，頑張りましたね。  ○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）    私は出ていないです（笑）     ●知●知●知●知    事事事事    （笑）学校としては頑張ったね。 栗原さんは長距離と言っていたけど，何メートルが得意ですか。     ○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）    
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２キロ，2,000 メートルです。  ●知●知●知●知    事事事事    ２キロ。中学生は２キロがメインですか。     ○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）    いえ。千五（1,500）がメインなのですが，私的には２キロが一番好きです。  ●知●知●知●知    事事事事    ちょっと長めが好きだということですね。これからも陸上は続けていきたいと思いますか  ○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）    はい。  ●知●知●知●知    事事事事    やはり織田幹雄さんの影響というのは大きいですよね。 地域の皆さんに支えられているとも言っていましたが，小学校も海田ですか。  ○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）○事例発表者（栗原）    はい，そうです。  ●知●知●知●知    事事事事    この地域で皆さんに見守られながら過ごされているのですね。海田も新しい住民の方と古い住民の方，いろいろいらっしゃいますが，海田は本当にコンパクトにまとまっていて，先ほどの岩田君の発表でもそうですが，皆さんと一緒にやっているということが，本当に素晴らしいなと思います。 この海田で育っている子どもたちを見ると，元気をもらえますね。栗原さんはまだ２年生ですからもう少し余裕がありますが，きっとのびのびと育ってくれるのではないかと思います。 それでは，発表してくれました栗原さんに，もう一度大きな拍手をお願いします。 （拍手）  事例発表⑤ ●知●知●知●知    事事事事    
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ありがとうございました。 そして，最後の発表になります。今度は高校生に登場をお願いします。（拍手） 県立海田高校家政科２年生の倉本碧さんです。海田高校家政科では，日本の中世衣装を製作して県立歴史博物館への寄贈を行ったり，３年生が自らデザイン，製作した衣装を着用してＮＴＴクレドホールでファッションショーへ出演するといった取組をされており，こうした機会を通じて日ごろの研究の成果を披露されていらっしゃいます。 倉本さんは，今年の夏に開催される『全国高等学校総合文化祭 2016ひろしま総文』の家庭部門の生徒実行委員長を務めていらっしゃいます。日々その事前準備に励んでいらっしゃるわけですが，今日の発表のテーマは，『文化の伝承と創造の風～海高生の挑戦～』です。 それでは倉本さん，よろしくお願いします。 （拍手）  ○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）    皆さんこんにちは。（「こんにちは。」の声あり）私は広島県立海田高等学校家政科２年の倉本碧と申します。本日はよろしくお願いします。（拍手） 私は，海田南小学校，海田中学校を卒業し，高校も海田高校を選びました。海田高校は，今年で創立 73年を迎えた伝統ある学校です。地域で大切にされ親しまれている高校があることが海田町のよいところだと思います。そして，海田高校には普通科だけではなく広島県でも数少ない家政科があります。本日は海田高校の家政科についてお話させていただきます。 家政科では，将来のスペシャリストを目指し，衣生活，食生活，保育や福祉にかかわる専門的な知識や技術を学んでいます。私たちは学んだことを生かし，生活文化の知識と技術を身につけるために技術検定１級に挑戦しています。そして，卒業時には技術検定１級３種目全てに合格した生徒は全国から表彰されます。 また，各種コンテストにも積極的に挑戦しています。 ２年生の３学期には第 27 回目となるふれあい交流会を行います。この活動は，海田町社会福祉協議会の支援，協力を得ながら実施しています。地域の高齢者へ私たちが献立から考えた手づくり弁当を贈るという活動を平成元年以来続けています。海田高校家政科の創意工夫を凝らした特色ある活動の１つであり，心を込めた料理に喜んでくださる高齢者との交流が感動を生み，その後の私たちの活力となっています。 また，３年生は地域の方々を学校にお招きする恒例となっている行事の１つ，海校レストランを開催しています。 
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また，先輩たちが海田町の花であるヒマワリの油と種を材料として研究し，開発したひまわりパンやひまわりクッキーを海田町内の洋菓子店で販売させていただいたこともあります。 ほかにも地域社会に貢献させていただいた活動があります。平成 23年度に壺装束という中世の衣装を先輩たちが製作し，広島県立歴史博物館へ寄贈しました。着用体験用に製作した壺装束は現在でも展示されており，着用体験や記念撮影もできるそうです。この製作がきっかけとなり，その後，他校の生徒にも中世の衣装製作が広がりました。和装づくりは今も私たちに受け継がれています。 また，毎年２月には，ＮＴＴクレドホールで，専門学校とのコラボでファッションショーを開催しています。今年も２月 11 日建国記念の日に開催します。ぜひ，お越しください。 このように，海田高校で学んでいることを生かし地域に貢献する私たちは，今年の夏広島で開催される大きな祭典に参加します。今日はその，採点のマスコットキャラクター，もみおんくんが，来てくれています。（拍手） 今年で 40 回目の節目を迎える全国高等学校総合文化祭とは，文化部のインターハイとも呼ばれる高校生の芸術文化活動の祭典です。全国から２万人もの高校生が広島に集まります。海田高校家政科は家庭部門として参加します。私はその家庭部門の生徒実行委員長を務めています。昨年の 11月にはプレ大会を行い，本番さながらに研究発表や私たちが製作した作品の展示，ファッションショーなどを行いました。そこで展示された十二単がこちらです。（拍手） 広島県民文化センターは満員になり大盛況でした。今年の夏はいよいよ本大会です。家庭部門は７月 30 日と 31 日に紙屋町シャレオ地下中央広場で，ファッションショーや調理実演，十二単の着用体験コーナーなどを予定しています。私たち高校生の明るく元気な姿でご来場くださる方々が笑顔になっていただけたら幸いです。多くの方のご来場を心よりお待ちしております。 私は，生徒実行委員長として準備を進める中で充実感や達成感が得られ，コミュニケーション能力や責任感が身につきました。この経験や海田高校で学んだことを将来に生かしていきたいです。挑戦する心を忘れず，必ずひろしま総文を成功させます。この一大プロジェクトでいろいろな人とかかわる中で，自身を高めていくとともに，社会に貢献できる人材になれるよう頑張ります。 本日はこのような機会を与えていただきましてありがとうございました。 （拍手）      ●知●知●知●知    事事事事    倉本さん，ありがとうございました。全国総(合)文(化祭)がいよいよ迫ってきましたね。 
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今は，どんなお気持ちでしょうか。  ○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）    忙しくて大変ですが，成功した時のことを考えます。今頑張ったら感動が体験できるなと思って頑張っています。  ●知●知●知●知    事事事事    今，準備は楽しいですか。  ○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）    すごく貴重な体験をさせていただいています。他の高校の生徒との関わりはなかなかできないことなので，自分が成長できることをさせてもらっているなという実感はあります。  ●知●知●知●知    事事事事    先ほどは倉本さんの他，発表してくれた中学生２人ともお昼をご一緒させていただいたのですが，お昼の時間には割と大人しそうにしていたのに，壇上に上がるとハキハキしっかりプレゼンできるよね（笑）  ○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）    ありがとうございます。  ●知●知●知●知    事事事事    実は前(のチャレンジ・トーク)に参加をしてくれた中学生たちも（お昼に）来てくれたのですが，みんな海田の小学校から海田の中学校へ行って，海田高校へ行っているという。   「ラブ海田」みたいな。すごいなと感じるのですが，海田はいいところですかね。     ○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）    海田町はいいところです（笑） （拍手）     ●知●知●知●知    事事事事    （笑）そうですか。ちなみに今日はお手伝いとして３人来てくれていますが，ちょっと紹介してくれますか。  ○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）    
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この子は，小学校１年生の時からずっと仲良しで，高校も家政科に一緒に受かって一緒に喜んだ仲間で午前中は太鼓（現場訪問先）の方で出演しました。  ●知●知●知●知    事事事事    そうだよね。どこかで見たことあるなと思ってました。そうか，太鼓でね。  ○○○○事例発表者（オオキ事例発表者（オオキ事例発表者（オオキ事例発表者（オオキ））））    一緒に太鼓をたたかせてもらいました。  ●知●知●知●知    事事事事    僕の前で指導してくれていましたね。お名前は。  ○事例発表者（オオキ○事例発表者（オオキ○事例発表者（オオキ○事例発表者（オオキ））））    海田高校２年のオオキカナです。（拍手） ありがとうございました。  ●知●知●知●知    事事事事    あと，もみおんの中にいるのは誰かな。ちなみに，もみおんというのはもみじらいおんのもみおんです。しゃべれないかな。倉本さんから紹介してくれますか。  ○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）    海田高校家政科の１年生が（もみおんくんの中に）入っています（笑）  ●知●知●知●知    事事事事    なかなかなりきっていて，いい具合にもみおんをやってくれていますね。  ○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）    上手なので，今日は抜てきされました。  ●知●知●知●知    事事事事    なるほど。全員がもみおんに入れるわけじゃないでしょうからね。選抜ですから。そして，十二単を着てくれているのは，どなたでしょうか。  ○事例発表者（ニシムラ○事例発表者（ニシムラ○事例発表者（ニシムラ○事例発表者（ニシムラ））））    海田高校２年のニシムラです。 
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（拍手） ●知●知●知●知    事事事事    テレ屋さんですね（笑）ありがとうございました。 本当に海田高校は，高齢者の方にお弁当を配るといったことも含めて，とても地域とかかわりを持っていますね。小学校，中学校，高校とこうして地域との関わりを本当に大事にしてくれているというのは，うれしいことだと思っています。  高校生にちょっと聞きたいのですが，代表して倉本さんにお聞きします。将来はどうですか。広島県に残りたいとか，東京に行ってみたいとか，どんなふうに思っていますか。  ○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）○事例発表者（倉本）    私は県外の大学に進みたいのですが，お母さんがダメだと言います。（笑）  ●知●知●知●知    事事事事    今日はお母さん，来ていらっしゃいますね。家庭に口出しをしたら怒られるからいけませんが，最近聞くと広島県に残りたいという子が増えてきています。以前は，半々ぐらいだったのですが，今は６:４とか７:３ぐらいで広島に残りたいっていう人が増えています。でも，やはり県外に出て広くいろいろなことを知ることも大事かなとも思います。 将来，また海田，広島に戻ってきてくれるとうれしいなということで，お母さん，あとはお話合いをお願いいたします（笑） それでは海田高校家政科の活動を発表してくれました，全国総文 2016家庭部門生徒実行委員長 倉本碧さん，そして，お手伝いをしてくれました３人の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。 （拍手）  ●知●知●知●知    事事事事    ありがとうございました。もみおんくん，下りる時は気をつけてね。  ○司○司○司○司    会会会会    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○司○司○司    会会会会    
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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●知●知●知    事事事事    ありがとうございました。今日５組の皆様に発表していただきましたが，地域との関わりや地域を本当に大事にされているということを深く感じることができました。地域に対する愛情がすごく伝わってきて，しかもそれを行動に表されているというところが，皆さん本当に素晴らしいと思いました。  織田さんはスーパーな人でしたが，決してスーパーなことをしなければならないわけではないと思います。ただ，「誰かがやってくれる」と思って何もしないのではなく，例えば織田さんの功績を伝え，この伝統を守って陸上活動を振興していただいたり，あるいはヒマワリ。バイパスの建設によって（笑），失われつつあるヒマワリをつなげていただいたりとか。それにしても，ヒマワリはすごいですね。県の花がモミジだということを皆さんもご存じでしょうが，他の市や町に行っても，市の花や町の花というのを意識されることは少ないと思います。ヒマワリ屋さんや，その前のひまわりの会の皆さんのおかげで，町民の皆さんに浸透しているのだと思います。そして，中学校，高校のみんなも地域と大きく関わりながら，あいさつ運動をすることによって町全体が明るくなっていくなど，本当にすばらしい活動だなと思いました。 広島市のベッドタウンではありますけれども，長い歴史を持つ海田町。本当に皆さんのお力，そして愛する心ですばらしい地域になっているなと思います。ぜひ，これからもやはり，住民のお一人お一人のお力がそれぞれの地域をつくっていくと思いますので，そうした活動が町，ひいては県の活性化へとつながっていくよう，これからもよろしくお願いいたします。 それでは改めまして，今日発表していただきました５組の皆様。八木さん，永海さん，川上さん，宮尾さん，そして岩田君，栗原さん，そして最後は代表選手ですけれども倉本さん。皆さんに大きな拍手をお願いします。どうもありがとうございました。 （拍手） 以上ですが，１つ私からお願いがあります。 一昨年，広島市で大きな土砂災害が発生し，76名もの尊い命が失われました。 こうした災害を再び発生をさせないために，広島県では，防災減災対策をこれまで以上に取り組んでいこうと考えております。そのためには，行政だけではなく住民の皆さんや自主防災組織，あるいは事業をされている方が一体となって取り組んでいく必要があると思っております。 そのために広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動というものを４月から始めております。お手元に資料も配付させていただいておりますが，この県民総ぐるみ運動は５つの行動目標を定めて実施をしています。災害はいつ起こるかわかりません。どんな災害が起
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きるかも分かりません。 土砂災害が起こったことで，多くの皆さんは土砂災害への意識は高くなっていますが，洪水や地震，その他いろいろな災害が起こり得ます。こうした災害に備えて身の回りの危険箇所，そして，いざという時の避難場所や避難経路などをまず知っていただくということが大変重要です。災害危険箇所や避難場所については，インターネットで「県民総ぐるみ運動 知る」で検索いただきますと，海田町あるいは周辺の情報もご覧いただけますが，今日は会場入口，皆様の左手後方にありますけれども，いわゆるハザードマップ，危険箇所や避難場所を示した地図を掲示していますので，この機会に是非ご覧をいただきたいと思います。 ご自宅も分かると思いますので，ご自宅周辺の避難場所などもこの際ご確認をいただければと思います。そしてお家にお戻りになって，または職場や地域でもう一度確認をいただけると大変ありがたいと思いますので，どうぞよろしくお願いをします。 以上でございます。本日はどうもありがとうございました。     ○○○○事務局事務局事務局事務局    知事，申しわけありません。少しだけ私たち事務局から会場の皆さんにお知らせをさせください。 私は，県の広報課で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。 さて，突然ですけれども，皆さんは，広島県の公式ＳＮＳの存在はご存じでしょうか。 広島県では，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，ＳＮＳを活用し，皆さんの暮らしに役立つ情報を日々発信しています。先日は県内の 23市町によるリレーＰＲという連載を行い，グルメや観光情報など，各市町ご自慢のネタを掲載いたしました。こちらは 10月に掲載した海田町の投稿の写真です。海田町は旧千葉家住宅，瀬野川河川敷のウォーキングコースなど魅力が詰まった投稿になりました。このように県の公式ＳＮＳでは，市町に密着した情報を含めて，毎日投稿を行っています。広島県のＳＮＳは知らなかったよという方はぜひ広島県のページをいいね，またはフォローしていただければと思っております。 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の紹介チラシを入れさせていただいております。フェイスブックやツイッターをやっていないっていう方はぜひ，本日この機会にご登録をいただければと思います。登録方法がわからないという方がいらっしゃいましたら，この会の終了後，私たち事務局のほうにお気軽にお声がけください。 これからも皆さんの生活のお役に立てる情報を１人でも多くの方にお届けするべく，また本日のチャレンジ・トーク同様，広島県の元気を発信しどんどん盛り上げていくべく，頑張ってまいりたいと思いますので，ぜひとも皆様のお力もお借りできればと思っており
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ます。 以上です。お時間いただきありがとうございました。 （拍手）     ○司○司○司○司    会会会会    事務局からのお願いも聞いていただきまして，ありがとうございました。 以上をもちまして，湯﨑英彦の地域の宝チャレンジ・トーク，閉会とさせていただきます。ご来場いただきました皆様，本当にどうもありがとうございました。 （拍手） なお，ご来場時にお渡しをいたしておりますアンケートを出口のほうで回収いたしておりますので，ご協力よろしくお願いいたします。 本日はどうも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。  


