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開  会 
 

（司会（八幡）） 

皆さん，こんにちは。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，広島県広報課の八幡と申します。 

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

お願いをいたします。 

 

 

知事挨拶 
 

（司 会） 

それでははじめに，湯﨑英彦広島県知事が御挨拶を申し上げます。 

 

（知事（湯﨑）） 

皆様，こんにちは。本日はお忙しい中，このチャレンジ・トークにお集まりいただきま

して大変ありがとうございます。 

このチャレンジ・トークは，今年で３年目になります。最初の年は，10 人ぐらいの住民

の皆さんと懇談させていただく形をとりまして，県内 23 市町，各地においてやらせていた

だきました。翌年は，昨年になりますけれども，県内を８地域に分けまして，前年にまと

めました県の総合計画を御説明しつつ，地域の皆さんの挑戦についてお話を伺うという会

をやらせていただきました。三原地域は尾道で合同でやらせていただきました。 

今年は，もう一度 23 市町すべてを回らせていただいておりまして，今回は１回目と２回

目のハイブリッドのような形で，各地域の皆さんの挑戦を共有していただく会になってお

ります。今日も４人の発表者の方に来ていただいています。大変楽しみにしております。 

今，県で行っております「おしい！広島県」キャンペーンに三原のタコで出ていただい

ておりまして，先ほど三原の漁協組合長さんに指摘をいただくまで私も気づかなかったの

ですけれども，このキャンペーンで地名が入っているのは三原だけということで，一生懸

命我々も宣伝をさせていただきたいと思っているところです。これを機に三原のタコの知

名度がますます上がっていき，それに併せて三原の知名度も上がっていくことを期待して

おります。 

今日，来る前に私は３カ所訪問させていただきました。１カ所は日本一の錦鯉の養殖を

されているところに行かせていただき，２カ所目は「神明の里」で，道の駅を拝見させて
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いただきました。最後に，三原漁協にお伺いさせていただき，泳ぐタコを初めて拝見させ

ていただきました。 

地域いろいろありますけれども，今日の４名の方の発表を楽しみにしたいと思います。 

これから１時間 10 分ほどになりますけれども，おつき合いをいただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（司 会） 

湯﨑知事，ありがとうございました。湯﨑知事，壇上のほう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様を御紹介いたします。発表者の皆様は壇上にお上が

りください。 

それでは皆様を御紹介いたします。 

まず初めに，三原やっさ祭りを通じて，三原の賑わいづくりに取り組んでおられる三原

やっさ祭り実行委員長の村上睦宏さんです。 

続いて，有機農業を行うとともに，女性農業者の育成にも取り組んでおられる有限会社

梶谷農園取締役の梶谷きよみさんです。 

続いて，三原市佐木島の観光振興と特産品づくりなどに取り組んでおられる，さぎしま

を愛するボランティアガイド副会長の土田美千惠さんです。 

三原市少年少女海外研修に参加され，シンガポールの中学生との交流を続けておられる

宮浦中学校の細井亮佑さんです。 

どうもありがとうございました。事例発表者の皆様はお席にお座りください。 

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をいたします。



事例発表 
 

（知 事） 

それではよろしくお願いいたします。 

今日既に御紹介をさせていただきました事例発表をいただく４名の方ですけれども，そ

れぞれの地域や職場，あるいは学校で積極的に活動をして，いろいろな挑戦をされていらっ

しゃる方です。 

最初は，三原やっさ祭り実行委員長の村上睦宏さんにお願いしたいと思います。 

改めて村上さんの御紹介をします。村上さんは，やっさ祭りの開催を通じて，三原やっ

さ踊りのおもしろさを広く全国にＰＲすることによって，祭りの観光資源化を目指すとと

もに，市民の皆さんの郷土愛の醸成にも取り組んでいらっしゃいます。 

また，東日本大震災の被災地支援，あるいは三原タコなどの地元特産品の全国への発信

など，祭りと連携した新たな取組も模索されていらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「三原やっさは広島の宝」です。それでは，村上さん，よろしく

お願いいたします。 

 

（事例発表者（村上）） 

皆様，こんにちは。私はやっさ祭り実行委員会の実行委員長を務めております村上睦宏

と申します。本日はよろしくお願いします。 

私は，仕事は和田で鉄工所をやっています。それ以外に，三原青年会議所という奉仕団

体に所属しておりまして，そこからやっさ祭り実行委員会に出向という立場で，任期１年

でやっさ祭りの運営をさせていただいております。 

先に，青年会議所について少しお話しさせていただこうと思います。青年会議所という

のは，40 歳以下の自営業の方が多い団体で，明るい豊かな社会にしていこうという目的で

活動している奉仕団体です。私もその趣旨にのっとって，もちろん歌って，踊って，楽し

むのが祭りなのですが，それ以外にも，このやっさ祭りによって三原をもっと元気にして

いきたい，また，活気あるまちにしていきたいと考えて活動しております。 

では，どのようにしてそれをやっているのか，また，どのようにするべきなのかという

のを今日はお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

やっさ祭りの話をさせていただく前に，祭りとは何かというお話をさせていただきたい

と思います。皆様が想像される元気なまちとは，どんなまちでしょうか。もしくは，どこ

のまちを見られて，元気だなと感じられるでしょうか。私が今日たとえを出させていただ

くのは隣まちの尾道，尾道は元気なまちだなと私は思っております。観光のまち尾道。見

どころがたくさんあって，また，おいしいラーメン屋さんがたくさんあって，うらやまし

いなと思います。それ以外にも，新幹線の駅を市民の寄付によって強引につくってしまっ
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たという歴史もあります。すごく元気なまちだと思います。その元気はどこから来ている

のかと考えたときに，ここに書いてありますように，リーダー云々ではなく，補助金が入っ

ているわけでもなく，日本を代表する大企業があるわけでもなく，そこに暮らす市民の人々

が元気で魅力的で，そして，まちの市民活動が活発だから，尾道のまちは元気だと感じる

のだと思います。 

祭りとは何かと考えたときに，祭りとは市民運動なのです。この祭りというイベントは，

国の税金や行政の労働などによってもたらされているものではなくて，私もそうですが，

市民のボランティア，奉仕によって運営されています。まちを盛り上げていきたいという

市民の気持ちによって開催されている，市民による，市民のための楽しみの場。これが祭

りです。中には，そうではない祭りもあったりします。実際，やっさ祭りにおいても，３

割ぐらい市から補助金をいただいていますし，市の職員さんの御協力もいただいています。

しかし，そうではない残りの７割の部分は市民ボランティア，市民の募金，地元の企業の

協賛金で成り立っています。これが祭りだと言えます。 

そのような祭りは，まちにいろいろな効果をもたらすわけですが，そういった奉仕であ

る活動，イベントであるがゆえに，俺も手伝ってやろう，一肌脱いでやろうという方が生

まれるきっかけにもなります。そういった方が，また次に三原を盛り上げていく人材になっ

ていく。そのような祭りは，私はまちを元気にするためのうってつけのツールではないか

と考えて取り組んでいます。 

前置きが長くなりましたが，やっさ祭りの話に入っていきたいと思います。各地に祭り

があります。どこの祭りも似たようなものだろうと思いがちですが，実際，今年いろいろ

な祭りに回らせてもらって，そこで感じるのは，各地の祭りごとにかなり特色が違う。も

う一つ，我がまち三原のやっさ祭りは，かなりいいものだな，とも感じています。 

どのように違うかというのを説明させていただきたいと思います。祭りの運営側にとっ

て，祭りに来るお客さんの数は把握しづらいです。この表では出場者でくくってみました。

出場者でいうと，三原やっさ祭りは 7,000 人ということで，県内では２番目に出場者の多

い祭りになっています。その下に歴史とありますが，やっさ祭りの歴史は 36 年しかないの

ですが，このやっさ祭りが主軸に掲げているやっさ踊りの歴史は約 445 年ということで，

徳島の阿波踊りよりもちょっと古いです。その歴史ある地域の文化を主軸に置いて開催さ

れているのが三原やっさ祭りです。 

その他の祭りはどうなのかというと，多いのがよさこい踊りというのがあります。非常

に大ざっぱな言い方をしますと，地域の歴史とかではなくて，自由な踊りです。ダンスパ

レードのようなものが主軸になっているお祭りが多い中，三原やっさ祭りは，この地域の

伝統文化を開催している祭りであり，これだけ盛大になっている貴重な存在の祭りである

と言えます。地元のことなのでちょっとひいき目に見ているかもしれません。 

続きまして，今日は県政のイベントということで，湯﨑知事もおられます。やっさ踊り
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を見られたことがない方もおられると思って，やっさ踊りの実際の映像を持ってきました。

流していただけますか。 

 

【やっさ踊り上映】 

 

これがやっさ踊りです。このやっさ踊りは非常に特徴がありまして，一つ目が，見ての

とおり華やかであるということです。二つ目が楽しい踊りであると言えます。これは，そ

もそも築城を祝った祝い踊りですので，楽しく踊るのがやっさ踊りです。三つ目が，親し

みやすい踊りであるということです。何が親しみやすいかと言いますと，意外と簡単に踊

れるということです。三原ではやっさ踊り教室というのがありますが，こちらに４回ぐら

い通っていただけると，それなりに踊れるようになる踊りです。 

他地域の踊りを見てみますと，踊るのが非常に難しい踊りであったり，もしくは，静か

な踊りであったりするのですが，そうではなくて，三原やっさ踊りは，華やか，楽しい，

親しみやすいというプラスの要因がたくさんぎゅっと詰まった踊りであると言えると思い

ます。 

そして，そのせいかどうか分かりませんが，今となっては市民の 10 人に１人，約１万人

がやっさ踊りを踊れる。これだけまちに浸透している踊りであると言えます。 

逆に，これだけすばらしい素質を持っているということで，私としては「おしい！」な

と思います。おしい！やっさ踊り。もっともっと生かせると思います。また，たとえを出

しますが，徳島の阿波踊りのように県政からも後ろ支えをいただいて，この踊りと祭りを

盛り上げていけば，もっともっと盛大になっていくのではないかと思ったりもします。 

続きましては，今年私たちが取り組んでいる目標とチャレンジを説明させていただきま

す。いろいろあるのですが，要点のみ説明させていただきます。チャレンジの一番上に書

いております「子どもやっさ」。これは，私たちやっさ祭り実行委員会として，まず何より

も一番強力に取り組んでいる項目であります。これこそが未来のやっさ祭りの繁栄につな

がっていくと思っておりますし，市民総参加，より盛大な祭りにつながっていくと考えて

おります。いろいろなところでお願いもしているのですが，是非とも市民の皆さんにもた

くさんの子どもたちをやっさ祭りに，やっさ踊りに連れてきていただけたらと思っており

ます。 

そして，チャレンジの三つ目のところに書いてあるのですが，やっさ祭りですので，

ミュージシャンを呼んだりとか，有名な芸能人を呼んだりすることもあります。その中で

今年私たちがこだわっているのは，たとえマイナーであろうと，三原出身の方をお呼びす

るということです。それはなぜかといいますと，同郷の仲間が外に出て頑張っている。そ

の方たちを知っていただいて，まちぐるみでその方たちを応援していきたいと思ってして

おります。例えばサッカーであったり，野球であったり，地元チームを応援して，まちに
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一体感が生まれるように，この三原出身の芸能人を応援してまちの一体感を生み出したい

と考えて取り組んでおります。誰が来るのかは，後日ホームページなどで紹介させていた

だきます。 

そして，一番下に「東日本大震災応援企画」と書いておりますが，私も実行委員長の職

を受けるに当たって，一番に考えたのがこのことでした。東北でつらい思いをしている方

がたくさんいる中，三原でやっさ祭りをするのであれば，そこに生まれるたくさんの笑顔

と喜びなどを東北にも届けられないかと考えました。その結果，私の本団体である三原青

年会議所の主宰によって今回実施されるのですが，やっさ祭りに東北の子どもたち 20 人ぐ

らいを招いて，一緒にやっさを踊って楽しんでもらって，喜びを分かち合おう。さらに，

ホームステイをして，三原観光もして，昨年つらい夏休みだったかもしれませんので，今

年はとびきり楽しい夏休みにしてもらおうという企画で進めております。私たち一市民が

震災に対してできることは本当に少ないと自分でも思っているのですが，それでも応援す

るということは私たち市民でもできると思いますし，また応援し続けることが今はとても

大事なのではないか，忘れてはいけないと思って，このように取り組んでおります。 

最後になりますが，知事へのお願いです。せっかくこのように三原やっさ祭りを知って

いただきました。今年は是非三原やっさ祭りに来ていただいて，また楽しんでいただいて，

そして，三原をもっと好きになっていただけたらなと思っております。今年は８月 10 日，

11 日が踊りです。そして，12 日が花火となっております。是非とも湯﨑知事の御来場をお

願い申し上げて，私のプレゼンを終わらせていただきます。御清聴ありがとうございまし

た。 

 

（知 事） 

村上さん，どうもありがとうございました。最初の元気というところと，それからお祭

りというところで共通していたのが市民の力というお話で，いろいろお話しいただいたの

ですけれども，私もそう思います。先ほどちょっと申し上げた 10 年後を見据えた県の総合

計画というのは，「ひろしま未来チャレンジビジョン」という名前なのですけれども，その

テーマの一つに，「広島県を変えていく原動力は県民一人ひとり」というのがあります。計

画の主役は県民の皆さんお一人おひとりですということで，そういう意味では同じだと思

います。どんなに祭りを盛り上げようと思って行政がやっても，市民の皆さんが参加しな

ければちっとも楽しいお祭りにはならないし，本当に元気なお祭りにするためには，市民

の皆さんが自らやることが大事です。 

県政でも全く同じだととらえていまして，経済にしても，いろいろな福祉にしても，実

際にそこに携わっている方々，経済であれば事業者の方がしっかりと事業をしないと，ど

んなに行政がやっても，元気のいい経済はできていかないということで，市民が主役だと

いうことを改めてこのお祭りを通じて，お祭りだけではなくて，社会全体そうなのだとい
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うことを示していただいているのではないかと感じました。村上さん，どうもありがとう

ございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。 

 

（村 上） 

ありがとうございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございます。 

続きまして，有限会社梶谷農園取締役の梶谷きよみさんにお願いしたいと思います。 

梶谷さんは，久井町で有機農業に従事されるとともに，女性農業者の育成に携わってい

らっしゃいます。また，東日本大震災被災地の農村女性と交流して，支援活動も続けてい

らっしゃいます。また，「七草食べられる年賀状」，とても気になるのですけれども，これ

を発案されて大ヒットさせるなど，先進的な農業経営に取り組んでいらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「私の農業の道のり」です。それでは，梶谷さん，よろしくお願

いします。 

 

（事例発表者（梶谷）） 

頭の上が全部空の久井町羽倉から来ました。三原市が合併して随分たちますけれども，

ずっと久井町で通してきたものですから，ここへ来て，今日三原の人たちと交流できるこ

とをとてもうれしく思います。梶谷きよみといいます。覚えておいてください。 

私はずっと，嫁に来てから 40 年間，梶谷農園をやっています。有機農業で続けておりま

す。ハーブ，食べられる花，サラダ用の野菜をつくっています。農薬を使っていないので，

あんなふうにハチがいっぱい来て，ときどき背中で花火がなったようになるときもありま

す。私が代表をしていたのですが，あそこにいる入道さまみたいな三男坊が今は代表をし

ております。 

嫁に来て，子どもが小学校へ行って，長男が１年生のときに，学校の先生が，七草がゆ

を食べたくても，なかなか七つそろわないから，ホウレンソウや小松菜を使うんだってと，

小学校１年の息子が夕御飯ときに言ったのです。私は，ちょっと待てよ。草取りをしたと

きにいつも抜いて捨てているのが七草だと。よくよく調べてみると，久井町のどこにでも

あるようなものが春の七草なのです。いつも私はこうやって草取りをしているのですけれ

ども，農薬を使わないので，全部手で草をとります。ひょっとしたら，野菜で儲けて，捨

てる草で儲けたら梶谷農園は万々歳かなと思って，七草を始めました。地域の高校生，私

たちの学校の後輩，そして近所のおばさんたち，みんな集まって七草フェスティバル。こ

んな模様で七草をつくっております。多分三原の人も長いこと私のつくった七草を食べて

くれていると思います。ありがとうございます。よく目を見張ってみると，田んぼのあぜ
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にいっぱい宝物が転がっていました。今日は地域の宝物というテーマですから，例えばタ

ンポポ，スイバ，ズンズルべー，スベリヒユ，同じものですが，あとノコギリソウ，こう

いったものが田んぼのあぜとかに生えています。それは魔法をぴらっとかけると，タンポ

ポはダンディライオン，スイバはオゼイユ，スベリヒユはプルピエ，ノコギリソウはヤロ

ウ，みんなフランス料理のお皿の上に上品にぴらっと。みんなが見る目をいろいろな視点

から変えていって，魔法をかけたら，久井町には宝がいっぱいあります。私が住んでいる

久井町。ひょっとしたら佐木島にもあるかもしれません。だから，みんないろいろな観点

で見て，地域の宝を掘り起こせていけたらとてもいいと思います。私はずっとその仕事を

してきました。 

今日，春の七草の食べられる年賀状のことを聞きたいと言われたのですが，しゃべるつ

もりはありませんでした。時間がないのですが，ちょっとだけ説明します。これをやった

らすごく忙しいのです。１月７日に出さなくてはいけないから，お正月もなしでやります。

こんなに忙しいのはおかしいと考えたのです。暇なときにつくっておけばいい。七草をき

れいな形に乾燥させて，しおりにして，和紙で包んで，食べられる年賀状として送ってい

ただいて，もらった方が湯戻ししておかゆで食べるというものをつくりました。ズームイ

ン朝が取り上げてくださって，それからは，忙しいためにつくったのに，また忙しくなっ

て，結局これは何だったのかと思って，はっと気がついて，42 歳のときにやめました。あ

んまり１人で儲けてはいけません。 

次にいきます。私は嫁にくるとき，40 年前です。母に言われました。嫁入りだんすの中

にいろいろなものを詰めたけれども，あんたの友達は詰めてやることができん。静岡です

から，できんとは言わなかったのですけれども，できないので，向こうへ行ってからいっ

ぱい友達をつくりなさいよと母が言いました。農村の女性たちが手をつないで，日本の各

地の女性たちが手をつないでネットワークをつくりました。滋賀，長野，千葉，岡山など，

各地の女性たちがこうやって集まって１分間スピーチというのをします。女性はなかなか

こういうところに来て話すという経験がないので，まず自分の思っていることを話すとこ

ろから始めよう。話したら，学ばなければいけない。責任も持たなければいけない。もう

20 年来，ＮＰＯ田舎のヒロインわくわくネットワークというのを，日本の各地から女性た

ちが集まって手をつないで活動をしています。４月までは副理事長でしたが，60 歳になっ

たのでちょっと休ませてもらって，監査をしています。向こうにいるのが理事長の山崎洋

子。雪印が 2000 年に中毒事件を起こして，周りのみんなが不買運動をしようという中，私

たちの仲間は雪印に随分乳を収めていますから，そういうわけにはいかない。私たちは株

を買って支えようという活動をしました。これが雪印 100 株運動。この株主総会に出るに

は 1,000 株いります。でも，農民のお母さんには 1,000 株はとても出せないですから，100

株ずつ買って，10 人で１人代表を出して，そこで自分の意見を言う。何年もずっと株主総

会に出させてもらっています。 
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今年の２月から３月にかけて，60 歳になったので，家族にお願いをして，モザンビーク

へボランティアに行ってきました。修道院の中にある孤児院の孤児の手伝いをしてきまし

た。子守りをしてきたのです。モザンビークというのは，南アフリカのちょっと右上，マ

ダガスカル島の向かいぐらいにあります。物流もまだしっかりしていなくて，ほとんどみ

んな歩いています。畑に行くのにも 40 分歩く。市場へ行くのも１時間歩くというところで

した。でも，人と人との交流が温かいところです。物を一つプレゼントするのも，30 人ぐ

らいの人でプレゼントを持って，30 メートルぐらい踊りながら持ってきて，また踊りなが

ら帰っていく。私たちはつい粗末なものですがとか言ってしまうのですが，全く反対でし

た。その温かさとか情熱はすごいものがありました。一月弱行っていますと，日本はなん

て便利な国だろうと私は思ったのです。まず，物が買える。電車は時間どおりにほぼ動く。

今日のスケジュールは今日大体こなすことができる。それが全くできない国なのです。私

は自分のチャレンジとして，こんないい状態に置かれている農民だから，私がしなければ

いけないことがあるのではないかと。私たちは男女共同参画ということで，今，農業委員

にさせてもらっていますが，そういうふうに女性の地位をきっちりしていこうという働き

をしているところ，もととなっているのが国連です。ここで旗が出てきました。国連の婦

人の地位委員会というところでいろいろな取り決めを各国の女性が来てしています。私は

自分がやってきた農業，こんなふうにしていったらいいよ，こんなアイデアを使ったらい

いよ，農業をやっている女性たちが学んで，話してやってきたんだよということをいろい

ろな国の人に訴えたい。来年はテーマが暴力だそうです。暴力はちょっと私は苦手なので，

その次の年，再来年には是非国連へ行って，女性農民として言いたいことを言って帰って

きたいと思っています。それで，知事さん，そういうチャンスがあったら，久井町羽倉の

梶谷きよみに教えてください。終わります。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

梶谷さん，どうもありがとうございました。二つ思ったのですけれども，一つは七草の

話で，捨てるものが実は宝だったということですよね。一昨年からこの宝さがしをしてい

ますが，このテーマはよく出てきます。つまり，あるものを，見方を変えると宝になる。

だから，雑草だと思っていた，捨てるもの，邪魔なものだと思っていたにもかかわらず，

それが見方を変えると大きな宝になる。例えば県北などは雪が降るので雪が困りますと言

われる。見方によると，とても困る，邪魔者なのですけれども，最近，庄原市が雪室をつ

くって，雪室でお酒を保存したりとか，キムチを保存したりして，雪室で味がまろやかに

なってすばらしいと，雪を活用しています。邪魔者が突然宝になる。いろいろな例がほか

にもあるのですけれども，そういう意味での宝というのはいろいろなところにあるだろう

と思います。人が少ないことが逆によかったり，広島県で今，サイクリングが増えている

のですけれども，これも，実は島で車が少ないから自転車が走りやすいといって皆さんが
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自転車で来られるとか，本当にたくさんあります。実際にそれを商売にされているという

ことで，もうやめられたということですが，ちょっと惜しいですね。というのが一つです。 

もう一つ，モザンビークに突然いらっしゃったり，さらには国連に行かれたりとか，国

連に行く道筋ができているのかと思ったら，そうではないのですね。これも，普通のイメー

ジだと，農業をやっていらっしゃる方で，女性で，どうしても地域だけのことを考えると

か，地域に根ざしたことはもちろんやっていらっしゃるけれども，世界につながっていか

ないイメージがあるところが，そんなことは全くなく，行こうと思ったら，あるいは何か

やろう，つながろうと思ったら，どんなところでも，どんな人でも，つながることができ

るということですね。それをモザンビークで実践されて，国連はどうなるか分かりません

が，本当にすばらしいです。自分で自分に囲いをつくらない。そういうことではないかと

思います。梶谷さん，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。 

 

（知 事） 

ありがとうございます。皆さんの御協力で大変順調に進んでおります。ありがとうござ

います。 

続いて，土田さん，さぎしまを愛するボランティアガイド副会長，土田美千惠さんです。 

土田さんは，佐木島の美しい自然や歴史，そして暮らしを観光客に紹介するとともに，

旅行会社と連携して，新たな観光メニューの開発を行うなど，観光振興の取組を進めてい

らっしゃいます。また，島の柑橘を利用した特産品開発と販売も行って，島の活性化と島

民の生活安定に取り組まれていらっしゃいます。 

今日は御友人がこちらにお集まりのようでございますけれども，頼もしいですね。今日

の発表は，「さぎしまを愛するボランティアガイドの活動とチャレンジ」です。それでは，

土田さん，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（土田）） 

皆様，こんにちは。私はさぎしまを愛するボランティアガイドの土田です。 

それでは，私たちの活動とチャレンジを発表します。 

ようこそ!!さぎしまへ。私たちがさぎしまを愛するボランティアガイドです。私たちは

さぎしまの美しい自然と歴史や島の暮らしを紹介しています。島の名前は佐木島。町名は

鷺浦町です。三原市沖の橋のかかっていない周囲 12 ㎞の島です。三原港から高速船で 12

分，フェリーで 25 分の距離にあります。人口 842 人，高齢化率 57.4％，島一番の行事は

24 回を数えるトライアスロンさぎしま大会です。島の生活は，三原などへの通勤と農業で，

主たる農産物は柑橘類，ワケギ，メロンとなっています。 

それでは，さぎしまを愛するボランティアガイドの概要を申し上げます。平成 18 年７月
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25 日設立，13 名で発足し，現在は 20 名で活動しています。設立の趣旨と会の目的，私た

ちは先人が大切に守ってきた美しい自然と温かい風土を受け継いできています。そのすば

らしさを自覚して，さぎしまをより誇りあるものにしていきます。子どもたちや住民，来

島者にこのすばらしさを伝えていくことが私たち一人ひとりの使命であり，それを喜びと

して，この活動がさぎしまの活性化につながるよう貢献していきます。さぎしま住民同士

も，来島者も，交わることを大切にして，健康で共に喜びあえる活動を続けていきます。 

活動は五つの柱でやっています。案内・ガイド，島民総ガイド，伝承，広報，研修を行っ

ています。 

設立当初からガイドテキスト，ガイドマップ，ポスターをすべて手づくりしました。マッ

プ製作では，登山ルートの計測に，県庁山の会の御協力をいただきました。マスコミ，新

聞，雑誌へアプローチし，ＰＲに努めてまいりました。 

会員のコミュニケーションを大切にし，研修や会議，反省会など，回数を多く持ち，会

員同士のつながりを深め，ガイドの意義，楽しさを自覚してきました。 

平成 23 年度の活動は，ガイド回数 48 回，私たちガイドの延べ人数 160 人，ガイドした

観光客 1,592 人です。以下たくさんのガイドをいたしました。あとで資料をごらんくださ

い。 

この中の主な活動を御紹介します。自主企画として，さぎしまさくらウオークと大平山

登山をいたしました。 

５月には，ミカンの花香るさぎしま八十八ヵ所巡り，11 月には，食べにきんさいさぎし

まミカンさぎしま八十八ヵ所巡りをいたしました。 

昨年に続き，今年の３月に新藤兼人の世界を歩く「裸の島」ロケ地巡りを三原シネマク

ラブの御協力を得て行いました。その際，「裸の島」の映画の上映と新藤監督のビデオレ

ターも上映いたしました。ビデオレターでは，撮影当時のさぎしま島民の全面協力に対す

る感謝の気持ちを語られ，さぎしまなくては現在の自分はないとまでおっしゃっていただ

きました。このたび新藤兼人監督が亡くなられて非常に残念ですが，これからも新藤監督

の生き様を多くの人に伝えていきたいです。つい先日，アカデミー賞俳優ベニチオ・デル・

トロさんが敬愛する新藤兼人監督の作品「裸の島」のロケ地に立ちたいと，宿祢島と佐木

島に来られ，御案内しました。鷺浦小の児童も一緒に出迎えすることを提案し，デル・ト

ロさんの来日の意図とさぎしまとのつながりを小学生に話しました。 

続きまして，瀬戸内海汽船・ジパング・クラブツーリズムのお花見ガイドや登山，ウオー

キング，サイクリング，島外の小学校単位の体験合宿からもガイド要請をいただいており

ます。 

新しい試みとして，旅行会社と元気さぎしま協議会とさぎしまを愛するボランティアガ

イドが共同企画し，旅行会社が宣伝，集客し，私たちがガイド，交流いたしました。共同

企画により，旅行会社だけではできない交流ツアーができました。 
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鷺浦小学校の遠足や放課後子ども教室でガイド体験をし，伝承活動をしております。 

数々のガイドをし，アンケートをいただいておりますが，今年２月 19 日の回答では，高

率の満足度があらわれています。この満足度の高さは，私たちの次のような活動の特徴が

評価されていると，アンケートにも書いてくださっています。 

私たちボランティアガイドが心がけていることは，史跡を詳しく説明するというよりも，

ウオーキングしながら，さぎしまの暮らしなどを話しながら，１日中同行しています。ガ

イドはその日に都合のつく人が何人でも出て，一緒に歩きます。費用があまりかからない，

ちょっとした心遣いで，飲み物，柑橘のおもてなしをしています。まずは，元気な笑顔で

迎えることができるよう，気持ちに余裕を持って参加する。自分も楽しむようにしていま

す。以上が活動報告です。 

続いて，私たちの活動から次のような発展がありました。「さぎしまはいいところよ。み

んな来て!!」と，自分の地域を誇れるようになって，友人，親戚，クラス会などを呼ぶよ

うになってきました。 

ガイドの活動の中から数多くの島の物産品が生まれました。 

平成 20 年 10 月，さぎしま物産部会が設立され，島内でツアー客へのおみやげ販売，ひ

ろしま夢プラザや三原市内での直接販売，通信販売，ネット販売などに発展しています。 

農水省現地研修のガイドの中から情報を得て，平成 21 年度には元気さぎしま協議会が設

立されました。さぎしまの将来を考えるふるさとづくり計画を策定し，健康と癒しの島づ

くりが三原市と共同で始まりました。 

私たちさぎしまを愛するボランティアガイドは，今後次の目標や展望を持って活動して

いきます。さぎしまのよさを生かして，１年間を通して，多くの観光客を呼べるように一

つ一つツアーを企画し，実現していきます。左側にさぎしまの宝を挙げ，右側に実現可能

なツアーを挙げてみました。あとで資料をごらんください。 

これらのツアーを行っていく上で，さぎしまの一番の宝である「つながりある暮らしの

心豊かさ」を来島者と共有するために，交流・体験型の観光にしていきます。数多くのツ

アーを行うには会員の増員が必要であり，会の充実を図っていきたいです。 

以上，私たちは来島者も島民も共に喜びあえるガイドを目指していきます。 

展望。島内，島外の皆様の協力と御支援をいただいて，こんなことも願っています。島

の宝をつくる。「さぎしま花の島」全島公園化計画，郷土料理の創作とレストラン・交流ス

ペースの確保，島の宝のランクアップ，県の重要文化財の磨崖和霊石を国の重要文化財に，

瀬戸内海国立公園への編入，監督の思いを伝えるために新藤兼人記念館の設立，航路の安

定化，船は国道，多くの観光客に来ていただくことが値上げ猶予につながっていると思い

ますが，島民にとって最重要課題である航路の安定化を願っています。さぎしまみかんの

ＰＲをして，ブランド化を図り，農業後継者の定住につなげたい。以上の目標や展望に向

かって一歩一歩，歩むことがさぎしまの活性化につながると思います。さぎしまを愛する
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ボランティアガイドは，微力ながらこれからも団結して頑張ります。皆様の御指導，御支

援をよろしくお願いします。皆様，さぎしまへ是非お越しください。 

まだあります。知事さん，トライアスロンさぎしま大会のスターターとして，さぎしま

に是非来てください。お待ちしております。以上で発表を終わります。本日はこのような

機会をいただいてありがとうございました。 

 

（知 事） 

土田さん，どうもありがとうございました。ちょっとお伺いしていいですか。今のボラ

ンティアガイド活動には，行政からの支援はどれぐらい出ているのですか。 

 

（土 田） 

ないです。 

 

（知 事） 

全くないのですか。 

 

（土 田） 

はい。というより，応援。 

 

（知 事） 

気持ちだけ。 

 

（土 田） 

はい。自発的に始まったので，トライアスロンとか，町内会の方に助成金を少しいただ

いたりしています。 

 

（知 事） 

実は，そうではないかと思ったのです。でも，今の活動を聞いて最初に僕が驚いたのは，

20 名ボランティアガイドがいらっしゃるということで，800 人の住民ですから，800 分の

20 というのはすごいです。2.5％ですから，三原市でいえば 2,500 人の方がボランティア

ガイドをやっていらっしゃるということに匹敵する数です。あれだけのパンフレットをつ

くって，旅行会社とも交渉して交流ツアーもつくって，それどころか，今度は物産部会ま

でできて，新しい物産をつくったり，行政に頼るのではなくて，皆さんの地域を愛する力，

自らがやろうと思われるところからどんどん広がっていっているのではないかと思いま

す。先ほどの村上さんのお話でも，やっさ祭りは地元だから少しひいき目に言いますとおっ
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しゃいましたが，やはりその地域を愛する力がものすごく大きいと，活動はどんどん広がっ

ていって，みんな元気が出て，また，そこに触れる人がそれに共感して，愛の力をもらえ

るのではないかと思うのです。それでみんな温かくなって帰っていくということが起きて

いるのではないかと思いました。さぎしまは 800 人しかいなくて大変なんだと言うだけで

はなくて，御自分たちで愛するさぎしまを何とかしたい。実際にその一歩をやってみると

いうところからどんどん発展しているということで，その一歩，愛する力と，それから何

かやってみようという一歩がすごく大事というのがよく分かるお話でした。今日は土田さ

んが代表で出ていただきましたけれども，恐らく黄色いＴシャツを着ておられる方はみん

な同じではないかと思います。土田さんとボランティアガイドの皆さんにもう一度大きな

拍手をお願いしたいと思います。 

 

（土 田） 

ありがとうございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございます。 

最後の事例発表になります。三原市立宮浦中学校３年生の細井亮佑くんです。 

細井くんは，昨年の８月に三原市少年少女海外研修に参加をして，シンガポールのバレ

スティアヒル中学校との交流を通じて，語学力と国際感覚を養われたということです。こ

の貴重な体験を通して，将来進みたい道が明確になったということです。なお，シンガポー

ルの中学生とは今も交流が続いているということです。 

今日の発表のテーマは，「私の夢は海外ジャーナリストになること」です。それでは，細

井くん，よろしくお願いします。 

 

（事例発表者（細井）） 

僕は，三原市立宮浦中学校３年の細井亮佑です。チャレンジ・トークに出場させていた

だき，ありがとうございます。三原市の中学生を代表するつもりで頑張ります。よろしく

お願いします。 

僕の将来の夢は，ジャーナリストになることです。中１のとき，池上彰さんがテレビで

政治や経済，歴史などについて分かりやすく説明されているのを見て，とても感銘を受け

ました。池上さんは，ほかの人の質問に対して簡潔に答えられていて，僕もそんな人にな

りたいと思ったので，この夢をかなえることを決意しました。人を納得させる説明ができ

るということは，説明したいことを十分に理解しなければなりません。その上で，頭の中

でまとめ，文章にし，人に伝えられる力が必要だと思います。僕にはその力があまりあり

ません。だから，その力を付け，人に教えられるようになりたい。人を感動させ，世界を

- 12 - 



知ってもらえる報道をしたいと思います。 

その夢の実現への一つのチャレンジが，昨年８月に行われたシンガポール研修への参加

でした。国内のことを知るだけでなく，もっと広い世界を，百科事典やインターネットだ

けでは知ることのできない，もっともっと広い世界を知りたいと思いました。 

数回の事前研修を経て臨んだ本研修，１日目と６日目は飛行機の中だったので，実質４

日でしたが，その 96 時間で得たものは大きかったです。最初は英語で会話するのは難し

かったけれども，次第に打ち解けて，心を通わせることができました。僕は東日本大震災

について聞かれると思い，事前に答えを考えていました。しかし，東日本大震災について

聞かれることはありませんでした。これはシンガポールの人たちの思いやりだったと思い

ます。一番心に残ったことは，独立記念日に現地の中学校で行われたセレモニーです。み

んな記念日を心から祝福し，まちの至るところに国旗がありました。日本で国旗を掲げて

いる家は，10 軒に１軒ぐらいですが，シンガポールの方々は，自分たちの国を大事にして

いるのだなと思いました。 

その研修で，世界は人と人との共和によって成り立っていることが分かりました。僕は

相手に分かってもらおうと英語でしゃべる。相手は，一生懸命日本語でしゃべろうとする。

お互いに認め合って，理解して，助け合って生きていく。それが世の中で大事だと分かり

ました。 

また，今まで日本しか見れていなかったけれども，海外を見て，井の中の蛙ではなく，

広い世界でのコミュニケーションの大事さ，様々な視点から物事を見分けることなどを学

びました。 

僕が夢を実現するために今できることは，まず一生懸命部活動をすることです。なぜな

ら，今まで一緒に頑張ってきた仲間と最高の夏を闘いたいからです。そして，次は一生懸

命勉強すること。最高の仲間と夏を闘った後は，一緒に冬を闘う。苦しい受験でも，仲間

がいると思えば乗り越えられる。それが今，一番夢を実現するためにすべきことだと思い

ます。 

僕の夢は，世界の人がお互いに認め合い，理解し合い，思いやりの持てる報道をする

ジャーナリストになることです。これで終わります。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

細井くん，どうもありがとうございました。シンガポールと交流するというのは三原市

が進めていらっしゃることだと思いますけれども，その企画で実際にシンガポールに行か

れて，海外ジャーナリストになりたいという夢をしっかりつくられていったということで

すけれども，いい政策だなと感じました。 

ちなみに，細井くん，海外ジャーナリストになったらどこに住みますか。正直に答えて

いいですよ。 
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（細 井） 

どこに住むというか，定住しなくて，海外のいろいろな諸国を回ってみたいと思ってい

ます。 

 

（知 事） 

なるほどね。では，日本の家は広島ですね。きっと心は三原とともに，このシンガポー

ルでの経験は絶対忘れないと思うので，心は三原にあると思うのですけれども，中３にし

てこんな大きな夢を持っているというのはすばらしいです。僕は，自分が中３のときにこ

んなことをまじめに考えていなかったと思うので，将来の三原と広島と，そして，日本を

しょってたってくれる人材ではないかと思います。希望ある細井くんに，もう一度大きな

拍手をお願いいたします。ありがとうございました。 

 

（司 会） 

ありがとうございました。以上で予定の事例発表はすべて終了いたしました。 

 

 

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，事例発表者の皆様，本当にありがとうございました。それぞれの挑戦をお

話しいただいたのですけれども，もちろんお立場も違うし，やっていらっしゃることも違

うのですけれども，共通することはあって，今日も思ったのが，先ほども申し上げました

けれども，地域を愛するということ。地域を愛することは必ず人に伝わっていく。それが

自分たち自身を元気にしていくし，また，外の人を呼び込む力になる。 

いろいろな観光地があるのですけれども，実は調査をいたしますと，自分の地域を愛し

ている，あるいは自分の地域を誇りに思っている地域は観光客が多いところです。逆にい

うと，観光客がいらっしゃっている地域は，そういった誇りを皆さん持っていらっしゃる

ところになっている。それを今日も改めて感じることができたと思います。 

また，広島は今や世界に直接つながっているということを感じることができました。つ

いつい東京と比較して，広島は田舎だなという方もいらっしゃいます。海外は東京経由で

考えていくというか，成田空港が東京にあるからというのもありますけれども，何か自分

- 14 - 



- 15 - 

たちは海外とは直接関係ないのではないかという印象を持ってしまいがちですが，実際に

は広島から直接こうやって世界とつながっていくことができて，世界に友人を持つことが

できるし，また，世界のために役に立つことができる。それも，そんなに大きなことを描

く必要もなくて，モザンビークというのはかなり遠いところですけれども，子守りなら誰

でもできますね。そういう形でも世界に貢献できるというのを実践していただいているお

話ですとか，本当に自分たちで自分たちの枠をつくらない，何でも，小さなことでもチャ

レンジになる。それを挑戦することで，本当に少しずつ変わっていき，それがどんどんつ

ながっていくと，世の中は大きく変わっていくのではないかと思います。今日の４人の皆

さんはそこを実践していただいていると感じることができました。４人の皆様，今日はあ

りがとうございました。皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。 

それから，今日こうやってお集まりいただいて，ごらんいただいた皆様もきつと同じこ

とを感じていただけたのではないかと思います。是非皆様もそれぞれの職場で，地域で，

それぞれの挑戦を見つけていただいて，何か一歩取り組んでいただければ大変ありがたい

と思います。そういった力を持って，よりよい広島県にしていきたいと思いますので，ど

うぞよろしくお願いいたします。 

それでは，本日は本当に長い間，皆さん，ありがとうございました。お疲れ様でござい

ました。 

 

（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。御来

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，御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では，フェイ

スブックによる情報の交流もしております。フェイスブックの手続きの仕方などについて

の説明会をこの後すぐに開催しますので，御希望がございましたら，会場の右前にお集ま

りください。 

また，広島県では県のキャラクターの総選挙を行っています。１位になったキャラクター

は，「おしい！広島県」の委員に就任するとともに，県内外での様々なＰＲをすることと

なっております。投票は６月 25 日までです。是非お気に入りのキャラクターに投票をお願

いいたします。 

本日は御参加をいただきまして本当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。 

 


