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開  会 
 

（司会（八幡）） 

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ご挨拶を申し上げます。 

 

（知事（湯﨑）） 

皆様，こんにちは。本日は大変お忙しい中，また土曜日ということでお休みの方も多い

のではないかと思いますけれども，こうしてたくさんの皆様に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，県内各市町を回らせていただいて

おります。竹原にも２年ぶりに来させていただきまして，こうやって竹原の皆様とお会い

できるのを大変うれしく思っております。 

本日のチャレンジ・トークの開催に当たりましては，小坂市長をはじめ，竹原市の皆さ

んにも大変お世話になっておりますことを，この場をおかりしてお礼申し上げたいと思い

ます。 

このチャレンジ・トークですけれども，実は今は３シリーズ目に入っております。最初

のシリーズは，今年と同じように全市町，県内 23 ありますけれども，回らせていただき

ました。前回竹原に来たときもそうでしたが，10 人ほどの方に壇上に上がっていただきま

して，いろいろな課題や宝についてお話をさせていただきました。２順目は，県内を８つ

に分けて行いましたので，竹原は豊田・賀茂ということで東広島で開催させていただきま

した。今回はまたこうやって各市町にお邪魔しております。 

今日は，こちらにいらっしゃいますけれども，４人の方に地域で取り組んでおられるそ

れぞれの挑戦についてお話をいただく形をとっております。 

これまでこの県政知事懇談会で既に 351 人の県民の皆さんのご意見，あるいは発表をい

ただいております。これをずっとためて，私は味噌樽にして県政の味付けにさせていただ

きますというふうに言っているのですけれども，本当にいい味噌がそろそろ出来上がって，
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十分発酵しつつあると思っております。 

今日も，お聞きいただくとお分かりになると思いますが，地域にこんなすばらしいこと

があるんだということが本当によく分かります。今日は少し長くなりまして１時間強，な

ぜ強かと言うと，大体時間を過ぎるので，３時過ぎまでおつき合いをいただければ大変あ

りがたいと思います。それでは，今日はどうぞよろしくお願いします。本当にありがとう

ございます。 

 

（司 会） 

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

りください。 

発表者の皆様をご紹介いたします。 

はじめに，食を通じた地域の元気づくりに取り組んでおられる「農家レストラン西野」

オーナーの西野弘美さんです。 

続いて，アニメ「たまゆら」を生かし，幅広い世代に対して竹原のＰＲに取り組んでお

られる有限会社ほり川代表取締役の堀川大輔さんです。 

ラグビーと生徒会活動の２つに挑戦しておられる竹原市立加茂川中学校３年の大内真さ

んです。 

全国箏曲コンクールにおいて最優秀賞などを受賞されている，県立広島中学校２年の山

本夏子さんです。 

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をいたします。 
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事例発表 
 

事例発表① 

 

（知 事） 

それでは改めまして，始めさせていただきます。 

今日事例発表をしていただきます４名の方は，それぞれ地域や職場，また学校で積極的

に活動をして，それぞれの挑戦を続けていらっしゃる方々です。 

はじめは，「農家レストラン西野」のオーナーでいらっしゃいます西野弘美さんです。 

改めて西野さんのご紹介ですけれども，地域の皆さんはご存じの方も多いのではないか

と思いますが，西野さんは地域農業の活性化，地産地消の推進，食育の支援，地域の元気

づくりを目的としたイベントである「じゃがワングランプリ」の開催や，竹原名産のタケ

ノコを使った新ご当地グルメの推進など，食を通じた地域の元気づくりに取り組んでい

らっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「特産品ジャガイモで地域の元気づくりに挑戦中『じゃがワング

ランプリ』」です。それでは，西野さん，よろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（西野）） 

皆さん，はじめまして。西野といいます。よろしくお願いします。 

今，こちらで見ていただいている竹原市吉名町はジャガイモが特産品です。そのジャガ

イモ，これが西野のジャガイモ畑です。 

これがジャガイモの「デジマ」の花です。白くて可憐な花です。このジャガイモを使っ

て，地域を元気にしたいと思ってお店を始めたのがきっかけです。平成 19 年９月にオープ

ンしましたので，今年で５年目を迎えます。 

このジャガイモですけれども，この写真は，農家レストラン西野のジャガイモをつくっ

てくれている主人の両親です。西野哲二，御年 86 歳，妻が 76 歳，農家レストラン西野の

代表をしております西野節子です。ごらんのとおり農業はかなり高齢化が進んでおり，残

念なことに今は農業人口が減少し，現在最盛期の 10 分の１の生産量となっております。 

その特産品のジャガイモ「まるきっちゃん」を材料にしたオリジナルジャガイモ料理ナ

ンバー１を決めるジャガイモレシピの公募イベントが「じゃがワングランプリ」です。今，

見ていただいているのは，３回目の今年の「じゃがワングランプリ」の会場の風景です。

今年は吉名小学校５年生にジャガイモを通じた地域学習の発表の場を，この農家レストラ

ン西野のじゃがワングランプリを通して発信していければいいなと思い，発表していただ

いています。約 18 分間発表していただきました。 

これがじゃがワンの料理です。向かって左手はまだ手をつけていない料理が並んでいま
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す。20 品目以上料理があります。今年は３回目を迎えて，マスコミの方にも多く来ていた

だいております。写真は中国新聞さんと呉の雑誌社の「くれえ版」さん，広島テレビさん，

中四国農政局の方，地元のテレビ局「タネット」さんも来ていただきました。右側が，皆

さんに審査していただいているところです。参加者全員の方に審査していただきます。参

加していただいた 60 名の方皆さんに楽しんでいただこうと思って，皆さん全員で試食して

いただいております。約 20 品近い料理の選出でしたが，一般企業の方から商品を提供して

いただいております。この事業自体は無料でしておりますので，協賛金とか参加費等は一

切いただいておりません。ですが，このようにＪＡさんとか，いろいろな地元の企業の方

から商品を提供していただいておりますので，料理を出展していただいた 20 名の方皆さ

ん，何かしら商品を持って帰れますよという楽しいイベントです。 

今年は吉名じゃがワングランプリ３回目だったのですけれども，吉名小学校６年生 12

人の生徒さんが朝早くから皆さんでたこ焼きを焼いてくれたそうです。その一番形のいい

たこやきを 60 個選別して，当日出展してくれました。その料理がこれです。じゃがたこや

き。お店でも提供しております。土日，祝日はバイキングをしておりまして，そのときに

お客様にも吉名小学校の生徒さんが考えられたレシピとして提供させていただいておりま

す。 

じゃがワングランプリの大会をするに当たって，目的と意義を持っております。「まる

きっちゃん」のおいしさを知ってもらうことで，注目度と知名度を上げたいと思っており

ます。そして，レシピを公募イベントにすることで，竹原に交流人口を増やしたいと考え

ております。そして，ジャガイモの限定レシピとすることで，ジャガイモ料理の可能性と

話題性をつくっていきたいと思っております。そして，ジャガイモのファンを増やすこと

が今後の農業の後継者の励みとなり，地産地消につなげていけるのではないかと考えてお

ります。 

もう一つが，食育や地域文化を学ぶ子どもたちの発表の場を提供することで，子どもた

ちが誇りや自信を持ってこれから生きていってくれるのではないかというのを期待しなが

ら，そういう目的を持って，じゃがワングランプリの大会をしております。 

先ほど知事からも言っていただいたのですが，農業の活性化，食育，そして今年は３回

目を迎えておりますので，単なる文明イベントではなく，１回目は「まるきっちゃん」の

歴史や栽培，その特徴について講演をさせていただきました。２回目は，吉名中学校の生

徒さんによるジャガイモを活用した課外授業の発表会もしていただきました。３回目が今

回吉名小学校のプロジェクトＪの発表が行われました。今回，このイベントは３回目になっ

たので，今年は北海道の遠軽町からの協賛があり，これを機会に地域間の交流が広がりつ

つあるところです。北海道の遠軽町は，うちは「じゃがワングランプリ」ですけれども，

あちらは「じゃがリンピック」というのをされていて，金・銀・銅のメダルを商品として

出されているそうです。あちらは７回目です。こちらはまだ３回目なので，大先輩です。
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見習っていきたいと思います。これから，何か北海道と竹原市で交流できることもあるの

ではないかと，これからのやりたいことがまた一つ増えるのではないかと思っております。 

そして，ご当地グルメ！竹原たけめし，竹原の特産品はタケノコです。今年は２年目で

す。１年目はタケノコが不作で，途中の６月で終わってしまいました。今年は豊作という

ことで，１年を通して食べられるということを目指して，お店も，現在はうちと宗良庵さ

ん，大久野島さんの３店舗でたけめしの提供を行っております。この「たけめし」も地産

地消がメインとなっております。食材に関しては地元のものを使うということです。です

から，タコのお刺身，穴子，エビ，こちらも地元のものを使っています。漁協の方にかな

り協力していただいております。そして，タケノコの生産組合さんにもご協力をいただい

ております。お米も竹原産で，漬け物もそうです。全部地元産にこだわっています。ここ

にあるお塩は竹塩を使っております。お醤油は地元の醤油屋さんということで，うちの店

は堀川醤油を使わせていただいております。 

「たけめし」も今後の課題はあるのですけれども，現在２年目ということで，まだ３店

舗しかございません。これから加盟店を増やしていくという目標はあるのですけれども，

１年を通して，皆さんに，竹原に来たらタケノコを食べたいと思っていただく。そう思わ

れる観光客の方は多いようですが，土日は，大久野島さんだけです。うちの店も平日限定

となっております。宗良庵さんも土曜日となっており，日曜日に提供できる竹原本土のお

店がないというのが今はネックですけれども，年間１万食を目指して，この「たけめし」

も頑張っております。 

タケノコを通して，地元のものを通して，地元の食材を大切にしながら，そして，地元

の人にもご協力いただきながら，大切にしながら，これからもチャレンジして挑戦してい

きたいと思っております。以上です。ありがとうございます。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。西野さんは，竹原特産のジャガイモを使って地域に元気づく

りをしていこうと取り組んでいらっしゃるのですけれども，ちょっとご質問させていただ

いてもよろしいですか。西野さんは竹原ご出身ですよね。 

 

（西 野） 

そうです。 

 

（知 事） 

農家レストランを始められる前，最初は，お仕事は何をされていらっしゃったのですか。 

 

（西 野）  
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仕事は，広島の銀行に勤めておりました。 

 

（知 事） 

普通の事務の，銀行員さんをやられていたわけですよね。 

 

（西 野） 

そうです。銀行員です。 

 

（知 事） 

こんな突っ込んだことを聞いていいのかよく分かりませんけれども，中学とか高校のと

き，ものすごく目立っていらっしゃいましたか。 

 

（西 野） 

いいえ。おとなしい子でした。皆さん，ご存じないので何でも言えるのですが。 

 

（知 事） 

本当にどうだったかよく分かりませんけれども，ただ，地元に普通にお育ちになって，

そして，普通に就職されて，何かのきっかけでお戻りになって，ご実家というか，お嫁に

行かれた西野家でジャガイモをつくられていたというところからのジャガイモの出会いな

のではないかと思うのですけれども，その西野さんが，今，このじゃがワングランプリを

始められた。何でじゃがワンをやろうと思われたのですか。 

 

（西 野） 

ジャガイモ農家を元気にしたいと思ったのです。それは，知名度を上げるしかないと。

竹原のジャガイモはおいしいんだと。いつも安芸津のジャガイモと間違われるのです。 

 

（知 事） 

安芸津も有名ですよね。 

 

（西 野） 

有名なのですけれども，吉名のジャガイモもおいしいのです。何ら変わりはないのです。

これを何とか，竹原のジャガイモはおいしいという知名度を上げたいと思って，食べてい

ただかなければ皆さんに分かっていただけないのではないかと思って，こういうのを始め

たのです。 
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（知 事） 

その熱い気持ちですよね。「おしい！」に加えたくなる感じじゃないですか。なかなか，

さすがにご自分のところが農家をやられていたからといって，じゃがワンをやって，３回

目になって，今度はついに北海道まで巻き込んでしまって，すごいなと思うのです。なか

なか，例えば農家の方もたくさんいらっしゃいますけれども，ただ自分のところがやって

いたというだけではなくて，ここまで踏み込んで，農家レストランまで始められて，すご

いパワーですよね。 

 

（西 野） 

怖いものを知らずに始めてしまいました。 

 

（知 事） 

そういう力が，今や，先ほど私は失礼なことを言って，「ドライブマップとかにカフェと

かも出ていますけれども，西野さんのところはまだまだですね」と言ったら，「いやいや，

そんなことはないです。もう取り上げられています」ということで，だんだんと周りにも

知られるようになってきて，すごく影響を与えつつあるのではないかと思います。そうい

う意味で，うちのジャガイモはいいんだけどなと言うだけでなくて，レストランもやって，

じゃがワンまでやって，中国新聞も来て，北海道まで巻き込んで，再来年ぐらいにはどう

なっているのだろうと思うのですが，これも行政に何か頼っておられるのではないので，

竹原市長も嬉しい限りですね。ただ，こうだったらいいのになと思うだけではなくて，実

際にそれをやってみる。その一歩を出られたのがすばらしい結果を生みつつあるのではな

いかと思います。是非地域の皆様に応援していただいて，竹原はタケノコだけじゃなくて，

ジャガイモも名産だったというのが広まるとすばらしいのではないかと思います。それで

は，西野さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

（西 野） 

ありがとうございました。 

 

事例発表② 

 

（知 事） 

続きまして，今，既にご紹介がちょっとあったのですが，お醤油の醸造とお好み焼き「ほ

り川」を営んでおられる堀川大輔さんにお願いしたいと思います。 

堀川さんは，竹原市が舞台になっている人気アニメ「たまゆら」，この「たまゆら」に登

場するお好み焼き屋のモデルにもなっていらっしゃるお店で，様々なイベントを行って，
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ファンだけでなく，幅広い世代に竹原をＰＲされています。 

また，竹原市観光協会副会長，町並み保存会副会長として地域の活性化の推進をされて

いらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「アニメたまゆらとの出会いから」です。それでは，堀川さん，

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（堀川）） 

堀川と申します。本日，このような場で発表の機会を与えてくださいまして，本当にあ

りがとうございます。 

今日発表させていただけるということで，何についてしゃべろうかといろいろ考えたの

ですけれども，今，私ととても親交がありますアニメ「たまゆら」，その出会いからという

ことを発表のテーマにさせていただきました。 

先にお伺いしたいのですが，この中でアニメ「たまゆら」を知っている方はどのぐらい

いらっしゃいますか。手を挙げていただけますか。すごいですね。ほとんどの方が，知事

も知っておられるということで，ありがとうございます。これは，佐藤順一監督をはじめ

とするたまゆら製作委員会で制作されているアニメで，その舞台となっているのがこの竹

原のまちです。ごらんになっていただくと一番分かりやすいですが，このように竹原のま

ちがすごく忠実に再現されて，描かれています。内容についてしゃべると，時間が 20～30

分かかりそうなので，今日はしゃべりませんが，本当にすてきで，とても幸せな気持ちに

なれるアニメなので，是非機会がありましたら一度ごらんになっていただければと思いま

す。 

なぜ僕がたまゆらについてしゃべるのかということですが，約３年前に佐藤監督をはじ

めとしたたまゆら製作委員会の方がうちへ来られまして，うちはお好み焼き「ほり川」と

いうお店もやっておりますので，そこをこのアニメの中に使わせていただいてもいいです

かと来られました。私自身，アニメとか全く詳しいわけでもなく，そのアニメがどのよう

に描かれるとか，どのような内容になるのか，全く分からない状況でしたが，「どこでも

使っていいですよ。うちで何か協力できることがあれば，何でもいいですよ」というとこ

ろからの出会いです。 

それからモデル店として使われるようになったのですが，初対面のときに，既にタイアッ

プの話とか，ウェブラジオみたいなのもとられているのですけれども，はじめてお会いし

たときからそこへも出演させていただいて，今になります。それが３年前ですけれども，

まさか今，このようにして県知事さんをはじめ，皆さんの前でたまゆらのことについてしゃ

べるなんて，全くその当時は想像もしていませんでした。 

通常うちはこのようなお店構えで，アニメの中ではこういうふうにお好み焼き「ほぼろ」

として登場します。いろいろタイアップ等させていただき，親交があります。２年ぐらい
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前，作品が発表されてから，アニメを見て竹原に来られるファンの方をちょろちょろまち

の中でも見かけるようになりました。今まで町並み保存地区といって，伝統的建造物保存

地区に指定されていまして，古い建物とか，そういったものが並んでいる関係で，歴史や

文化が好きな方が多く来られていたのですが，このアニメ放送後，若い方を中心に，学生

さんから 20 代，30 代のカメラを持ってまちを歩かれる方が多く見られるようになってき

ました。 

作品を見て訪れるファンの方たちは，竹原のことをすごく大切に思ってくださっていて，

作り手さんもすごくたくさんの方が携わって，ものすごい人数の方が苦労をされながらい

ろいろな思いを持ってつくられている作品なので，そういった部分で，ファンの方がお越

しになると，竹原の人間としては是非楽しんで帰っていただきたいなという気持ちで，普

段から思っておりまして，自分自身ファンの方に喜んでいただくのに何かおもしろいこと

ができないかと考えていました。それで考えたのが，うちは「ほり川」というお店ですが，

アニメの舞台では「ほぼろ」という名で登場します。このアニメの世界を実際の現実の世

界に再現して，来たら，「ほり川」が「ほぼろ」になっていて，もう一件モデル店があるの

ですけれども，茶房「ゆかり」さんと言うのですが，そこも「カフェたまゆら」になって

いたら，本当にアニメの世界に入れた感じがして，びっくりされるのではないかと思って，

やってみようかと思って，すぐ松竹さんに電話して，こういうのをやりたいと言ったら，

是非是非ということだったので，自腹で，去年の 11 月にたまゆらの大きいイベントがあっ

たのですけれども，そのときにファンの方にサプライズでやらせていただきました。これ

が中の絵です。こういった提灯とか，カウンターチェアーとか，中ののれんとかもつくっ

て再現しました。実際の写真は，こんな感じです。のれんとかも実際に染めでつくって，

看板も上に大きいのをつくって，夜にファンがいらっしゃらないときに内緒で，次のイベ

ントの日になったら「ほぼろ」になっているという持っていき方で，かなりびっくりされ

ていました。これが昼です。これが提灯ですけれども，特注で結構でかいです。こんな感

じで，「ほぼろ」の和紙で，竹の節を入れて，ちゃんとつくりました。中の絵ですが，カウ

ンターチェアーとか，「ほり川」という名刺もレジ横に置いているのですけれども，名刺も

「ほぼろ」に全部変えました。ファンの方からはすごく喜んでいただいたのですけれども，

その二日間，一般のお客様も来られるので，「ほり川」が「ほぼろ」になっているから，い

つつぶれたんですかと問い合わせもあったりして対応に困った部分はあったのですけれど

も，二日間勘弁していただいて，やらせていただきました。でも，あとで考えると，すご

くやってよかったと思います。 

茶房「ゆかり」さんという，実際に町並み保存地区の中にあるのですけれども，アニメ

の中では「カフェたまゆら」で登場します。 

私は営業時間より後には行けなかったのですが，外はたまゆらというふうにつくらせて

いただいて，かけさせていただきました。こういう感じです。 
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お好み焼きもたまゆらの中には登場するのですけれども，その中に登場する「ほぼろ焼

き」という特別メニューを，タイアップメニューとして今でも提供させていただいていま

す。アニメの中ではこんな感じで出ています。 

いきなりネコが出てきましたが，アニメの中にはこのような不思議な薄ピンク色のネコ

が登場します。キャラクターでは「ももねこ様」という名前が付いています。アニメの中

でもそうなのですけれども，みんなから愛されているいいキャラクターです。去年のイベ

ントのときに，こういった「ももねこ様」の石像が，今は駅前商店街の三叉路のところに

設置されています。今でもされていますけれども，それが去年のイベントの際に設置され

て，たまゆらを見て訪れるファンの方は，必ずここを立ち寄っていくスポットになってお

ります。そこでまた，設置されたときに，町並み保存地区だけではなくて，あいふる 316，

駅前商店街でも何かおもしろいことはできないかと考えて，去年の 12 月にリリースされた

たまゆらのＣＤを買ったら，その中に「ももねこ音頭」という盆踊りみたいな音頭が入っ

ていました。それを聞いたときに，ちょっとおもしろいイベント構想が思い浮かび，遊び

半分で沸いたような感じですが，たまたま今年の春，桜まつりの４月あたりに，松竹のプ

ロデューサーの方がお見えになったときにお話しさせていただく機会がありましたので，

そのときに駅前のみを使って，ももねこ様一色に染まるお祭りをしましょうよと。踊りが

あったり，物販があったりというある程度ざっくりしたイベントの構想を伝えたら，やっ

ちゃいますかということで，今年の７月 28 日に開催しました。ざっくりしたもので伝えた

のですが，たまゆら製作委員会さんでしっかりイベントをつくりこんでくださいまして，

私だけではできませんので，あいふる 316，駅前商店街さんにこういったお祭りをやりた

いのですけれども，やりませんかと理事長さんに相談したら，「いいですね。是非是非やり

ましょう」ということで承諾していただきまして，駅前商店街の各お店の方も，本当に全

面的に前向きに協力してくださいまして，開催しました。２ヵ月ぐらいしか準備期間はな

かったので，結構大変だったのですが，これがそのときのチラシです。三叉路のところに

ももねこ様の石像があり，当日はこうったステージをつくって，ももねこ様をそのステー

ジ上に祭って，神事みたいなこともやりました。健康祈願とか，安全祈願とか，そういっ

た見守っていてくださいねという意味も込めて神事も行いました。地元の商店も参画でき

ないとおもしろくないので，松竹さんに是非その１日だけは，ももねこ様は著作権とかい

ろいろな関係があるので，なかなかグッズをつくるのも難しいのですが，いろいろな部分

で，ももねこ様のキャラクターについては，１日だけ著作権とかそういったのをフリーに

していただいて，何でもつくっていいですかとお聞きしたら，それもお許しいただきまし

た。それで，いろいろなお店に声掛けして，石に顔を描いて売ってもいいぐらいのレベル

で，学園祭の乗りのような感じで開催することができました。数十点アイテムが出揃い，

来られたファンの方に購入していただいたり，商店のほうも，飲食もあって，ももねこ様

つけ麺とかも出たりして，いろいろおもしろいことがたくさんできました。 
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当日，一番最初のお祭りで，どんなふうな，どのぐらい来るのかも全く想像がつかなく

て，100 人来るのか，200 人来るのかも分からなかったのですけれども，ふたをひらいてみ

たら，北海道から九州のほうまで，全国各地から 1,000 人近くのファンの方にお越しいた

だいて，すごく盛大に開催できました。こんな感じです。これはまだ半分ぐらいで，まだ

こっち側にもいて，すごくたくさんいらっしゃいました。実際に当日は声優さんとか，佐

藤監督もお越しいただいて，トークショーがあり，サプライズで監督は出られたのですけ

れども，すごく盛り上がりました。 

イベント終盤には小坂市長もステージに上がって，遠くから来られたファンを市を挙げ

てよく来てくださったという挨拶をしていただき，ファンの方もすごい歓声で喜ばれてお

りました。みんなで最後にそのももねこ音頭を，竹原市の方からファンの方が何百人も，

あいふる 316 全体を使って，ももねこ音頭にたまゆら製作委員会さんが振り付けをつけて

くださって，ウェブで配信されたものを皆さん覚えてきて，みんなで，市の方や，地元の

方，そしてたまゆらファンの方が一緒になって踊って，ファンの方と地元の方，そして作

り手の制作側の距離感がすごく近いイベントで，とてもいい交流の場ができたと思います。

これもまた来年，まだ知られていない方もたくさんいらっしゃると思うのですけれども，

第２回，第３回とパワーアップして開催できればいいと思います。知らない方が見たら，

何をやっているのかという異様な祭りだと思うのですけれども，この中はすごく盛り上

がって，いい祭りになっていました。 

たまゆらは，去年テレビシリーズで放送されたのですけれども，第２期の制作が決定し

ています。放送時期とかの詳細については，今後何かのタイミングで発表されていくと思

いますけれども，私としては，今後とも，モデル店としてはもちろんなのですけれども，

舞台なっている竹原にいる１人として，作品イメージがありますので，それを壊さないよ

うに，アニメたまゆらを盛り上げていければいいなと思います。そういった作品を見てお

越しいただくファンの方々に，今後とも喜んで，楽しんで帰っていただけるようにおもて

なしを最大限したいと思っております。そういった機運がまち全体に広がっていって，そ

の結果，たくさんお客様があふれている状態ができればいいなと思います。 

最後に，第２期制作が決まって，ファンの方々の期待も，竹原市としての期待もすごく

高まってきていると思うのです。そういった中，可能であれば，広島県としても，いろい

ろな面で応援，ご協力をしていただけると本当に心強いと思っております。私の希望とし

ては，広島県×たまゆらのコラボ企画などできたらすごくいいなと思って，できればやっ

ていただきたいと，おもしろく，強く思います。これからも是非皆様応援をよろしくお願

いします。今日はどうもありがとうございました。 

 

（知 事） 

堀川さん，どうもありがとうございました。堀川さんの，最初，製作委員会から声がか
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かったときには，どんなアニメかも分からなかったということなのですけれども，不安は

なかったのですか。 

 

（堀 川） 

ちょっとありましたけれども，うちで何か協力できることがあればという部分で，使っ

ていただくには全然いいですよと。 

 

（知 事） 

ただ，アニメですから，たまゆらはとてもほんわかしたアニメですけれども，全然違う

のもあったりして，ある意味でいうと，お店がそういう中で悪いイメージになってしまう

かもしれないし，いいイメージになるかもしれないし，そこはオープンに受けられてすご

いと思うのですけれども，それがきっかけとなって，今のももねこ祭りですね。堀川さん

は観光協会の副会長もやっていらっしゃるので，いつもどうやってお客さんに来てもらう

かということをいろいろ考えていらっしゃると思うのですけれども，このももねこ祭りも

すごいことになりましたね。 

 

（堀 川） 

そうですね。びっくりしました。 

 

（知 事） 

1,000 人というのは，想像していなかったのですか。 

 

（堀 川） 

していなかったです。500 人ぐらい来られるかなとか，お越しくださればいいなと思っ

ていたのですけれども。 

 

（知 事） 

一つの鍵は，このあいふる 316 の商店街を巻き込まれてやられたことではないかと思う

のですけれども，それは大変でしたか。それとも，皆さん快くですか。 

 

（堀 川） 

快くです。駅からあいふる 316 は町並みにつなぐ動線になるので，まち全体で盛り上がっ

ていかないと，一部のものになってしまうので，その趣旨も伝えて，是非やりましょうと

いうことで。 
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（知 事） 

そして，お店が参加できるように著作権フリーも交渉して獲得した。 

 

（堀 川） 

そうですね。やっていただきました。 

 

（知 事） 

ここもポイントではないかと思います。自分のところだけではなくて，地域全体を巻き

込んでいく。そのために何が必要かということで交渉されて，実際にそれを獲得されて，

進められたと思うのですけれども，1,000 人も来て，ももねこ音頭を踊るとなると，確か

にあそこの商店街全部を使わないと，とてもではないけれどもできなかったですね。 

 

（堀 川） 

そうですね。全体を使いました。 

 

（知 事） 

そうやっていろいろな方々を巻き込んで，商店街も巻き込んで，そして，これは松竹で

したね。 

 

（堀 川） 

そうです。松竹です。 

 

（知 事） 

松竹を巻き込まれて，そして，実現につなげていかれたということではないかと思いま

す。今はコンテンツというか，アニメとか，映画とかの力が改めて地域活性化につながっ

ていくということが見直されているときですけれども，それをいい意味で，ただ来てもら

うというだけではなくて，地域の力にもかえていくという，そういう努力を堀川さんはさ

れているのではないかと思いますし，これからまたさらに第２期の放送が始まって，今度

は海外にも，このたまゆらは流れ始めているのですか。そうではないですか。 

 

（堀 川） 

いや，海外には流れていないのですけれども，海外からのお客様もちょくちょく来られ

るようになっています。どこかで見られているのだと思います。 

 

（知 事） 
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日本語のビデオをどこかで入手されて，ごらんになって来られる。 

 

（堀 川） 

多分そうだと思います。知っている方がいらっしゃって，たまゆらのことを聞かれるこ

ともあるので。 

 

（知 事） 

そうですか。これからは日本のオタクだけではなくて，世界のオタクが来られるかもし

れないので，竹原の皆さん，是非温かく迎えていただければと思います。そのリーダーと

して堀川さんを皆さんも応援していただいて，既に商店街，316 も味方になって一緒にやっ

ておられると思うのですけれども，市を挙げてやられると，本当に温かく迎えられた気持

ちになって，お客様も気持ちよくお帰りになるのではないかと思います。 

このたまゆらを地域につなげている堀川さんに，改めて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。 

 

（堀 川） 

ありがとうございました。 

 

事例発表③ 

 

（知 事） 

それでは，次に移らせていただきます。次は，竹原市加茂川中学校３年生の大内真くん

です。大内くんは，ラグビー広島県ジュニア選抜チームのキャプテンとして，全国大会優

勝を目指して日々の練習に励んでいらっしゃいます。また，それだけでなく，生徒会長と

しても，自転車マナーアップ実践モデル校として，正しい交通マナーの徹底や駐輪時の鍵

掛けなどの実践に取り組んでいらっしゃるということです。 

今日の発表のテーマは，「ALL FOR ONE, ONE FOR ALL～ラグビーと生徒会２つの

チャレンジ」です。それでは，大内くん，どうぞよろしくお願いします。 

 

（事例発表者（大内）） 

皆さん，こんにちは。私は竹原市立加茂川中学校３年の大内真です。今日はこのような

機会をつくっていただき，ありがとうございます。 

まずはじめに，ラグビーという競技を見たことある人はいますか。 

その中でも，私は ONE FOR ALL, ALL FOR ONE.という言葉に宿る精神とともに，私が挑

戦している２つのことについて話をしたいと思います。 
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まずはじめに，ラグビーについての挑戦です。 

私がラグビーをする上で目標にしていることは，ラグビーを通して心も体も鍛えるとい

うことです。私は，父の影響で幼いころからラグビーをし，地元のチームには幼稚園の年

長のころに入りました。当時はとにかくラグビーを楽しむことを考えてやっていました。

しかし，小学校６年生のころから，ただ楽しむだけのラグビーではなく，勝つために真剣

に練習するよう意識も変わっていきました。近くに練習場がなく，毎日遠くへ通っていた

のですが，ホームグラウンドをつくろうと，近くの土地を掘り返して耕し，芝生を植えま

した。暑い中の作業でしたが，完成したときは嬉しく，みんなの練習意欲もさらに高まり

ました。 

そして，６年生最後の大会で見事優勝することができました。このとき，私は生涯ラグ

ビーを通じて生きていきたいと思いました。 

中学生になり，地元に中学生のラグビーチームがなかったため，広島市のラグビーチー

ムに入りました。週に２回，広島市へ通うようになりました。１年生のときには，自分の

プレーが全く通じず，つらいと感じることも多かったです。２年生のときに，一つ上の先

輩がけがをし，一軍の試合に出られる機会がやってきました。そこで自分の力を 100％出

すことができ，その後も試合に出してもらえるようになりました。それからは，先輩につ

いていこう，追い越そうと，練習のうちだけでなく，自主練習にも励みました。その結果，

広島県選抜 22 人の中に入ることができ，あこがれの花園で，全国大会でプレーすることが

できました。結果は一回戦で負けてしまいましたが，来年もここに来たい。来年は勝ちた

いという思いが強くなりました。 

今年も広島県選抜に選ばれ，今はキャプテンとしてみんなを引っ張る立場に変わりまし

た。去年の敗北の悔しさを知っているからこそ，今年の挑戦は全国大会で優勝することで

す。 

二つ目は，加茂川中学校の生徒会長としての挑戦です。 

私は ONE FOR ALL, ALL FOR ONE.という言葉を私生活やラグビーのときによく聞かされ

て育ってきました。１人はみんなのために，みんなは１人のためにという意味ですが，仲

間のことを思ってタックルに行ったり，自分のためではなく，チームのために動くことは，

私生活にも通用する言葉だと思います。 

私は，生徒会長になったとき，決意表明として，人のことを思い協力できる学校づくり

を目指すと全校生徒に伝えました。これはラグビーからとった目標です。加茂川中学校の

生徒総数は現在 116 人で，とても小さな学校です。けれども，その分，生徒一人一人が一

生懸命動き，協力することのできる学校です。今年，加茂川中学校は自転車マナーアップ

実践モデル校に指定されました。私は代表として指定証を受け取り，決意文を読みました。

交通ルールは自分の安全を守り，人を巻き込まないためにも大切なルールです。けれども，

交通ルールを守るためには，人を思いやる心が必要不可欠だと思います。私たちが手本と
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なり，交通マナーアップに努めることで，生徒みんなの交通事故数がゼロになるよう挑戦

していきたいと思います。 

ラグビーと生徒会を通して，私は２つのことに挑戦していますが，そのどちらにも ONE 

FOR ALL, ALL FOR ONE.という言葉がとても重要だと思います。１人はみんなのために，み

んなは１人のためにという精神ができるようになれば，私自身，心も体ももっと大きくな

ると思います。 

最後まで聞いていただきありがとうございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。大内くんは，僕より大きいですね。僕は 175 ㎝，70 ㎏なので

すけれども。 

 

（大 内） 

179 ㎝の 81 ㎏です。 

 

（知 事） 

負けていますね。どうですか，皆さん。こうやって恵まれた体格というのもあると思い

ますけれども，今の堂々とした発表ぶりとか，とても中学３年生には思えないですけれど

も，ずっとスポーツに打ち込んできて，その中から学んだことはとても多いのではないか

と思うのですが，その中でも，みんなでグラウンドをつくったり，絶対に自分も花園に行

くんだという強い思いで試合に出て，そして 100％の力を出して，今度はキャプテンにな

る。それだけではなくて，生徒会でも，学校でもリーダーとしてみんなのために働いてく

れるということで，今は県内でも中学校が大変荒れて，大変な状況もあるのですが，本当

にこうやって大内くんのように将来をしっかり見据えて努力する若い子たちがいるという

のは本当に気持ちいいと思いますね。竹原の若者も将来が楽しみだなという感じです。そ

れでは，大内くんの挑戦を応援する意味で，もう一度皆さん，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。 

 

（大 内） 

ありがとうございました。 

 

事例発表④ 

 

（知 事） 

それでは，最後の事例発表になります。県立広島中学校２年生山本夏子さんにお願いし
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ます。 

山本さんは，小学校１年生から箏曲，琴ですね，箏曲の全国大会に出場されて，全国小・

中学生箏曲コンクール金賞のリーデンローズ賞をはじめとして，全国大会において最優秀

賞等を受賞されていらっしゃいます。また，演奏仲間と箏曲グループ「リーデンローズじゃ

んけんぽん」を結成されて，県内外を問わず，各地で演奏活動をされています。 

今日の発表のテーマは，「挑戦，『全国小・中学生箏曲コンクール』に向けて」です。そ

れでは，山本さん，よろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（山本）） 

私はずっと琴のコンクールに出ています。そのはじめ，１年生に大失敗をしました。途

中で曲を忘れてしまったのです。頭の中がそのときは真っ白になりました。早く思い出さ

なきゃ，そう思ってもなかなか思い出せず，あせりだけが空回りします。結局，はじめか

ら全部やり直して，その悲惨な演奏を終えました。私は正直，そのときはコンクールにま

じめに取り組んでいませんでした。出られるものなら，出ておこう。そんな気でコンクー

ルに出たのです。その結果がこれでした。 

その１年生のときのことを私はまだ一時も忘れることができません。けれども，それが

今の私をつくっています。 

１年生のときの失敗から学んだこと。それは，やらなければ何もできない。練習をしな

ければ，それが結果に出ないということです。私は今も福山のコンクールに出続けていま

す。コンクールはいつも挑戦です。毎日を積み重ねて一つの曲をつくっています。今，挑

戦している曲はとても難しいです。爪音がとても難しい上，押し手が多く，滑らせたら，

全く違う曲のようになってしまいます。この曲を練習していたら，左手の指の腹がへこみ，

線が入るようになりました。 

私は琴が大好きです。練習した分だけ結果を出してくれます。様々な音を出してくれ，

弾き方によって顔を変えます。私は来年のコンクールに出ます。次こそはという気持ちで

す。 

琴の友達も多くできました。私は，「リーデンローズじゃんけんぽん」というグループの

一員です。「リーデンローズじゃんけんぽん」とは，福山で開催されるコンクールを通して

知り合った友人と一緒につくったグループです。歳はばらばら，住んでいるところも広島

から京都と，大違いです。私たちは福山の小・中学生コンクールがなければ知り合うこと

ができませんでした。コンクールには，全国から琴を習っている子どもたちが集まります。

琴には多くの流派があります。生田流の中でも沢井流，宮城流，筑紫流など細かく分かれ

ています。そして，違う流派の曲では，手の使い方や爪の当て方が全く変わってきます。

しかし，自分の流派以外の先生には簡単には習えません。そんなこともあり，ほかの流派

の人とはなかなか友達と呼べるほど親しくはなれません。ですから，このコンクールは，
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琴を習っている子どもにとっては，友達を増やす絶好の機会なのです。「リーデンローズ

じゃんけんぽん」という名前は，コンクールの会場のリーデンローズホールで，同じ出場

者の仲間たちと仲良く遊んで，階段でグリコをして遊んでいたことに由来します。このよ

うな小・中学生のコンクールは全国的にも少なく，その中でも福山のコンクールはとても

大きいです。今年で 30 回目になりますが，私は８回ほど出場させていただいています。毎

年のことなので，出場する人たちはもう顔なじみです。来年はどのような曲で出場するの

か，とても楽しみです。 

そのようなコンクールですが，非常に傍聴者が少ないです。私は琴を地域の人にもっと

聞いていただきたいと思います。また，こんなすてきなコンクールなので，山口県のコン

クール同様，県知事賞を出していただき，応援していただきたいと思います。 

私は中学生２年生，来年は中学３年生なので，コンクールに出られるのもあと１回。次

がラストチャンスです。今年はとても悔しい思いをしたので，来年は嬉しい涙を流せるよ

う日々努力していきたいと思います。 

【箏の演奏】 

（知 事） 

ありがとうございました。山本さんの見事な演奏にもう一度大きな拍手をお願いします。 

言ってみれば箏曲の花園というような感じで，大内くんの場合はラグビーなので花園で

プレーすること，山本さんの場合はリーデンローズ賞というところを目指して，全国大会

に出られて，実際に最優秀賞をとられていらっしゃるのですけれども，琴に向きあったと

きのぴっと表情が変わるところが僕はすごいと思ったのですけれども，やっぱり山本さん

も印象的だったのが，やらなければ何もできないというところです。やらなければ，何も

できない。本当にそう思います。コンクールも，ただ出るというだけではなくて，ここで

いい成績を残したいという気持ちのもとで自ら精進していくというところ，それをやり遂

げるということ，これはすごく大事なことではないかと思います。続けること，努力する

こと。それも中学校の今は２年生です。今はちょっと遠いですが，広島中学校に通ってい

らっしゃるということで，中学２年生でこれを実践している。そして，京都を含めて，全

国に友達の輪を広げている。山本さんもこれからの竹原，そして，広島県，そして日本を

元気してくれる楽しみな若者だと思います。山本さ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終了となります。 
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閉  会 
 

（司 会） 

ここで，湯﨑知事に本日のまとめをお願いいたします。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。まとめと言うまでのこともないのですけれども，今回も，皆

さん本当にすばらしい挑戦をお聞きいただいたのではないかと思います。最初に発表いた

だいた西野さん，こういう言い方は適切かどうかよく分かりませんけれども，ごく普通の

ＯＬをしていらっしゃったと思うのですけれども，この地域のジャガイモ，私はジャガイ

モということが問題ではないと思うのです。やっぱりこの地域のいいものを通じて，地域

同士のつながり，それを広めるための輪をつくっていく。そして，人を巻き込んでいく。

この一歩を出すということがすごくすばらしい挑戦だと思います。それは，堀川さんにも

共通して言えることだと感じました。何気ない日常の中にもたくさんのことがあって，少

し取組を強める。あるいは人とつながる。頑張る。そういうことによって大きな差が生ま

れてくるのではないかと思います。 

実は，広島県で未来チャレンジというのをやっています。やっているというか，これは

未来チャレンジビジョンというのをつくりまして，10 年後の広島県はこうありたいという

姿を描いたものですが，そこでは挑戦というのが大きな一つのキーワードで，もう一つの

キーワードは，県民の皆さんが主役ですということです。挑戦というと，もちろん何か難

しいことをしなければ挑戦ではないですね。日々同じことをやっている，あるいは，簡単

にできることは挑戦ではありません。だけれども，挑戦というのは，決して遠い世界のこ

とではなくて，日常の周りにいっぱい挑戦できることはある。自分の日常の周りの挑戦を

する。一人一人の県民の方がその挑戦に取り組むことによって，積み重ねによって，本当

に大きな変化が生まれてくるのではないかと思います。この中学生のお二人もそうですね。

全国を目指すところまで行く。日々頑張って練習を積み重ねる。それが大きな違いを生ん

でいる。それを県民の皆さんが取り組むことによって，本当によりよい明日，よりよい広

島県が切り開かれていくのではないかと思います。是非皆様も地域の特徴を生かしたり，

あるいは身の回りの自分ができる挑戦に取り組んでいただいて，よりよい竹原市，そして

よりよい広島県につなげていただければと思います。本日は本当に発表者の皆様，どうも

ありがとうございました。もう一度４人の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。 

それから，最後までおつき合いいただきまして，ありがとうございました。お疲れ様で

ございました。本日はありがとうございます。 

 

（司 会） 
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以上をもちまして，「湯﨑英彦の地域の宝チャレンジ・トーク」を閉会いたします。ご来

場いただきました皆様，本当にありがとうございました。 

なお，ご来場時にお渡ししましたアンケートと地域の宝ネットワークの申込書を出口で

回収いたしますので，よろしくお願いいたします。 

また，地域の宝ネットワークにおいては，フェイスブックによる情報の交流も行ってお

りますので，是非この機会にご参加ください。 

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。 

 


