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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。ありがとうございます。 

 

 

知事挨拶 
 

（司 会） 

それでははじめに，湯﨑英彦広島県知事が皆様に御挨拶を申し上げます。 

 

（知事（湯﨑）） 

皆様，こんにちは。今日は土曜日でお休みの方も多いのではないかと思いますけれども，

日曜日か，失礼しました。だんだん曜日感覚が分からなくなるものですから，では，日曜

日でますますお休みの方は多いのではないかと思うのですけれども，本当にお忙しいとこ

ろ，こうやってお集まりいただきましてありがとうございます。 

この県政知事懇談会，今回は「地域の宝チャレンジ・トーク」と名前を付けて開催させ

ていただいております。これは私が就任してから３年間やっているのですけれども，１回

目は各市町全部，23 市町あるのですが，回りました。２回目は県内を８つに分けて，８カ

所で行わせていただき，今回また各市町を回っているというスタイルです。 

この会を通じて，本当にたくさんの方に御参加をいただいて，いろいろなご意見をいた

だくとともに，また，皆様の地域の状況であるとかをお聞かせいただいたり，県のいろい

ろな施策についても御説明させていただいたり，そういう会として進めさせていただいて

おります。 

これを私は味噌樽への仕込みと言っていまして，いろいろな声を，一つ一ついろいろあ

るのですけれども，何か具体的に解決しようというよりは，もちろんそういう案件も出て

くるのですけれども，むしろどんどんためていって，県政を行っていく上でのすてきな味

付けにするということで，大分味噌もたまってきて，発酵もして，おいしくなってきてい

ると思っております。これは皆様に御参加いただいているおかげさまだと思っております。 

今回は府中町で，今日は和多利町長もいらっしゃっておりますが，大変に御協力をいた

だきながら開催させていただいておりまして，改めて御礼を申し上げたいと思います。 
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今回府中で行うのですが，御承知のとおり最近大変痛ましい事件がございました。小学

校５年生の女の子が虐待で亡くなってしまうという事件でありましたけれども，これにつ

いては，県も大きくかかわっている中でこういったことが起きてしまったことに対して，

我々としても大変重く受けとめておりますし，今日もちょうど検証委員会というのがこれ

から始まるところですけれども，いろいろな角度から検証して，再発防止に向けて努力を

したいと思っております。 

地域にも大変大きなショックがあったのではないかと思います。この件を忘れるという

ことはできませんけれども，地域の絆，そして地域を活性化していくことにまた改めて前

向きに取り組めればと思っております。今日がまたその契機の一つになれば大変ありがた

いと思っています。 

今日は発表者４名の方に来ていただいております。今日のお話を聞いていただくと，恐

らく皆さん「ああ，そうだな」というふうに後でよくお分かりになっていただけるのでは

ないかと思うのですけれども，地域に本当にいろいろなことに取り組んでいらっしゃる方

がいて，それがまさにすばらしい力につながっていると思っております。 

今日は午前中に２ヵ所訪問させていただきました。１つは，「カエル倶楽部」といって，

永田池の清掃を中心とした活動をされているところを訪問させていただきました。もう１

つは，高齢者と子どもの交流ができる認定こども園を併設した特別養護老人ホームを訪問

させていただきました。いずれもこの地域にとって大事な子ども，お年寄り，また，地域

の普段だと見過ごしてしまうような池を通じて，池をきれいにするというだけではなくて，

地域のつながりが大きくなっていくという意味で本当にすばらしい活動をされていらっ

しゃいました。そういうことを拝見させていただきました。 

今日またさらに４名の方に御発表いただきます。是非，皆さんじっくりお聞きいただき

まして，明日から以降の活動にお役立ていただければと思っておりますので，どうぞよろ

しくお願いいたします。約 70 分なのですが，いつもちょっと長くなります。少し長い時

間おつき合いいただきますので，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。壇上のお席のほうにお移りください。 

 

 

事例発表者紹介 
 

（司 会） 

それでは，本日の事例発表の皆様を御紹介いたします。発表者の皆様は壇上にお上がり

ください。 
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順番に御紹介いたします。 

はじめに，地域の方に笑顔と元気を届けるため，紙芝居の読み聞かせの活動をされてい

る地域ボランティアグループ「夢講座」代表の中村由利江さんです。 

続いて，料理教室を通じて，町民の食生活の改善と地域の元気づくりに取り組んでおら

れる料理研究家の讃岐湜江さんです。 

生徒会として，校区内の小学校と共同でクリーンキャンペーンを行うなど，共に学び成

長していくための活動に挑戦をされている府中中学校２年の神野颯太さんです。 

生徒会として，先輩から受け継いだ伝統を未来につなげ，発展していくために挑戦をさ

れている府中緑ヶ丘中学校３年の才田美来さんです。 

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。 

 

 

事例発表 
 

（知 事） 

それでは改めまして，よろしくお願いいたします。 

今，御紹介させていただきました４名の方は，地域や職場，また学校で大変積極的に活

動をされて，挑戦を続けていらっしゃる方々です。 

順番に発表いただくのですけれども，まず最初は，地域ボランティアグループ「夢講座」

代表の中村由利江さんです。 

改めて中村さんの御紹介です。中村さんは，独学で始められた紙芝居屋さん「夢屋のおっ

ちゃん」，すっかりステージ衣装にかわられていますが，「夢屋のおっちゃん」として，み

んなに笑顔と元気を届けるよう，読み聞かせの活動を行っていらっしゃいます。 

また，毎年８月６日には平和公園で県外・海外からの来訪者の方に原爆の悲惨さを伝え

る紙芝居も行っていらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「紙芝居で笑顔あふれるまちづくり」です。それでは，中村さん，

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事例発表① 

 

（事例発表者（中村）） 

皆様，こんにちは。なるべく今日は生の声でやってみようと思うのですけれども，大丈

夫ですか。カープの大ファンです。今年はちょっと残念でございますが，みんなで来期応
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援いたしましょう。 

さっき知事のほうから紹介いただきましたけれども，府中町の公民館で生まれました「夢

講座」と「ゆめなか＠情報局」というボランティア活動をしております。 

さらに，子育て支援のおばあちゃんアドバイザーで，保育園，子育て支援センターのほ

うにお邪魔して，孫のような子と楽しく遊ばせてもらっています。 

さらに，地域限定版演歌歌手として，天童よしみの珍島物語を歌いながら，拉致被害の

御家族のことを忘れないでねと訴えながら吟じております。 

さらにさらに，一昨日も保育園の園舎で遊んだのですけれども，子どもと楽しく遊ばせ

ていただいております。 

さらにさらに，最近はそばにはまりまして，府中は白そばという有名な食べ物がござい

ますが，そのそばはどうやってつくるねんと。やってみると，非常に楽しくて，仲間と一

緒にそば打ちを，しかも，息子と一緒にやっております。 

何も書いていないのですが，実は皆様方一人ひとり，何でもいいのです。歌でとか，踊

りでとか，三味線でとか，英語で，皆さんが持っていらっしゃる力で笑顔になれるまちづ

くりをしていけたらいいなと思って，今日は点と点が線に結ばれる会場になればいいなと

思って，今日は紙芝居でやって参りました。 

今日の紙芝居でございますが，独断と偏見で選びました「やさしいライオン」という紙

芝居でございます。もっと楽しい民話をやろうと思ったのですけれども，先ほど知事がおっ

しゃいましたように，今回の悲しい出来事があったのは私の家に近いところです。とても

心が塞ぎまして，でも，紙芝居を続けていかなければならないということで，今日は「や

さしいライオン」という紙芝居をさせていただこうと思います。 

引き出しをあけます。拍子木が出ます。拍子木が鳴ったら拍手をしていただければ，こ

のがたがたが直ると思いますので，よろしくお願いいたします。 

（拍子木の音） 

見えづらい方は，後ろに絵が出てまいりますので，御覧になってください。 

「やさしいライオン」 

ある国の野外動物園に みなしごのライオンがいました。 

毎日「おとうさんも おかあさんもいなくて，ぼく さびしいよおー」とない

てばかりいました。とても やせていて いつも 寒そうにぶるぶるふるえてい

ましたから ブルブルという名前がつきました。 

変な名前ですね。 

ブルブルは ミルクも 上手に飲めません。 

このままでは 死んでしまいます。 

ブルブルは 一体どうなるのでしょう？ 

ところが あかちゃんを なくして とても 悲しんでいるめす犬がいまし
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た。 

むくむく太っていましたから ムクムクという名前でしたよ。 

このムクムクが ライオンのおかあさんの かわりをすることになりました。

よかったですね。 

「さあ ブルブル きょうから あたしがおかあさんよ。 

いうことを ちゃんと きくのよ」 

「はいっ！」 

ブルブルは たちまち 元気になりました。 

だって ムクムクは とても やさしい犬でしたから。 

ブルブルは うれしくて「おかあさん！」と いって あまえました。 

ムクムクは ブルブルに こもりうたを歌って聞かせました。 

ブルブル いいこね 

ねむりなさい ねむりなさい 

ミルクを たくさん のみなさい  

たくさん たくさん のみなさい 

ブルブル いいこね 

ねむりなさい ねむりなさい 

ルラルララララ 

ルラルラルラララー 

ブルブルは おかあさんの背中で とても いい気持ちで ぐっすり 眠りま

した。 

そして 何年か たちました。 

ブルブルは りっぱな ライオンになりました。 

ムクムクは としを とりましたが まだ とても 元気でした。 

「おかあさん ぼくは せかいじゅうでおかあさんが いちばんすきだよ」 

「ブルブル わたしも せかいじゅうでおまえが いちばんすきですよ」 

ブルブルと ムクムクは とても 幸せでした。 

こうして ブルブルと ムクムクは 毎日楽しく 暮らしていたのですが， 

ある日 ブルブルは トラックに乗せられて どこかへ はこばれていくことに

なりました。 

「ブルブルー まってえー」 

「おかあさん！」 

でも どんなに走っても トラックに 追いつけるわけが ありません。 

とうとう ブルブルと ムクムクは はなればなれになりました。 

そして また何年か たちました。 
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ライオンの ブルブルは いまでは サーカスの人気者に なっていました。 

「さあさあー ライオンのたまのりだよ。はーい はじまり はじまり」 

なにしろ ブルブルは ムクムクからいろいろなことを 習っていましたし 

ムクムクとそっくりの やさしいライオンでしたから みんなに とても 好か

れていました。 

でも 夜になると 思い出すのは 楽しかった 昔のことです。 

「ああ おかあさんは いまごろ どうしているのかなあ」 

その夜も ブルブルは おりの 中で 眠っていましたが，遠くのほうで あ

の なつかしい ムクムクの 歌うこもりうたが 聞こえたのです。 

ブルブル いいこね 

ねむりなさい ねむりなさい 

ミルクを たくさん のみなさい 

たくさん たくさん のみなさい 

「おかあさんだ！」 

ブルブルは ものすごい力で おりをやぶって 飛び出しました。 

ガシャーン！！ 

サーカスのテントを突き抜けて 懸命に走ります。 

小さなまちは 大騒ぎになりました。 

「たいへんだあ ライオンが とびだしたぞおー」 

「ライオンに かみころされるよおー」 

「たすけてえー」 

とうとう ライフルを持った 警官隊が ライオンの後を追いかけます。 

隊長は 大声で 叫びます。 

「ライオンを みたら すぐ うちころすんだ。 

いいか わかったか。それ かけあし すすめえー」 

まちはずれの 林の中で ブルブルは すっかり としをとって 

いまにも 死にそうになっているムクムクを 見つけました。 

「おかあさん！ あえてよかった」 

「わたしもよ，ブルブル ながいあいだ おまえを さがしていたの」 

ブルブルと ムクムクは しっかり抱き合いました。 

「おかあさん！ こんどこそ はなれないで いっしょに くらそうね。 

ぼく おかあさんを とても たいせつにしますよ」 

そのとき 警官隊が 林に 到着しました。 

警官隊は ライフルの銃口を ブルブルに向けて ねらいをさだめます。 

ああ うってはいけないのに 



- 7 - 

ブルブルは とても やさしいライオンなのに！ 

でも それは 隊長には わかりません。 

「うてえ！！」 

ドカアーン！ 

ライフルが いっせいに 火をふきました。 

しばらくは けむりがたちこめて 何も 見えません。 

ブルブルは ムクムクを しっかりと胸に抱いて 倒れていました。 

ブルブルも ムクムクも 笑ったような うれしそうな顔をしていました。 

「ぼく おかあさんに あえてうれしいなあ」 

「あたしもよ，ブルブル あなたに あえたから もういいの。 

とても しあわせよ」 

と いっているようでした。 

ブルブルと ムクムクの うえに 雪が 降り始めました。 

雪は どんどん 白く積もりました。 

その 夜のことです。 

としよりの 犬を 背中に 乗せたライオンが とんでいくのを 

見た という人が 何人もいました。 

きっと それは ブルブルと ムクムクに ちがいありません。 

どこか 遠くの 知らない国で ブルブルと ムクムクは 

幸せに暮らしているでしょう。 

いまでも きっと 生きていますよ。 

死ぬもんですか。 

あんなに やさしい ブルブルと ムクムクですもの。 

 

「やさしいライオン」の紙芝居を終わります。 

今日の皆さんの一人ひとりの笑顔が，この府中町を元気よく明るくすると思いますので，

どうか皆様笑顔を忘れないで，つらいこと，悲しいことがあっても手をつなぎあって生き

ていけたらと思います。私も紙芝居などを通して，また，声の続く限り，体力，気力の続

く限り，続けてまいりたいと思います。 

そして，今日つくってまいりました皆さんのハートの大きさ，皆さんのハートはこれぐ

らいでっかいです。 

これで私の紙芝居の発表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） 

中村さん，ありがとうございました。こうやっていろいろな紙芝居を，地域でお話をさ
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れているということだと思うのですけれども，幾つかお話をお伺いしてもよろしいですか。

最初にこの紙芝居をやろうと思われたきっかけは，どういったことだったのでしょうか。 

 

（中 村） 

昭和 26 年生まれでございまして，５歳のころ，紙芝居屋のおっちゃんが地域に来ており

ました。すてきなお話とか，優しいおっちゃんだったので，それが頭の中に残って，子育

てが終わって，ちょっと何か，少し時間がとれて，公民館に紙芝居がたくさんあったので，

それを使わせてもらって始めたのがきっかけです。 

 

（知 事） 

紙芝居を普通にやるというのは，例えば今の公民館のを利用してというのもあるかもし

れませんけれども，大変歌もお上手で，自転車もこんな昔のキャラメルが出てきそうな感

じで，つくりはプラスチックケースの現代風ですけれども，ここまで練習もされていて，

なかなかそこまではできないのではないかと思うのですけれども。 

 

（中 村） 

はい。実は，皆さん多分この地域でお名前を御存じだと思うのですけれども，三好英次

さん，紙芝居の箱をつくって，もう今年お亡くなりになられたのですけれども，86 歳ぐら

いだったと思います。拍子木も由利江ちゃんのためならつくってやるよと，ボランティア

で，こんな地域の方々が励みになって今も続いているということです。 

 

（知 事） 

子どものときにも府中町にいらっしゃったのですか。 

 

（中 村） 

いいえ。広島市生まれで，中学生のときに府中中学校へ転校して参りました。 

 

（知 事） 

そうですか。逆にいうと，この地域の伝統をずっと守っておられるということでもある

わけですよね。 

 

（中 村） 

はい。 

 

（知 事） 
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ありがとうございました。子どもたちにいいことだと思っても，なかなかここまで普通

はできないと思うのですけれども，努力をされて，本当にすばらしいです。お話の調子も

すばらしいですし，お歌もすばらしいですし，歌の活動もやっていらっしゃるということ

でしたけれども，もっとお聞きしたいなというふうに思いました。改めて中村さんにお礼

の拍手を，もう一度大きな拍手をお願いしたいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

 

事例発表② 

 

（知 事） 

続きまして，料理研究家の讃岐湜江さんにお願いしたいと思います。 

讃岐さんは 20 年以上の長きにわたりまして，男性向けの料理教室であるとか，あるいは，

青年向けの料理教室，また子ども向け料理教室等，各種料理教室を通じて，広く町民の食

生活の改善と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，「豊かな地域づくり～健康と笑顔の料理教室」です。それでは讃

岐さん，よろしくお願い申し上げます。 

 

（事例発表者（讃岐）） 

御紹介をいただきました讃岐です。今日は湯﨑知事様をはじめ，たくさんの方々の前で

すので，年甲斐もなく緊張しておりますが，せっかくの御指名でございますので，私の活

動の一端を紹介させていただこうと思います。 

標題にも示しましたように，私の活動の中心は料理教室です。現在，主なものといたし

まして，一つ，町民の皆さんが気軽に参加できる男の料理教室，二つ目，若い人を中心に

した青年料理教室，三つ目，ろうあ者の皆さんのふれあいクッキング，そして四つ目，小

学校の総合学習で行う子どもの食育，以上四つの料理教室の活動を行っています。 

それでは，それぞれの様子を紹介いたします。 

一つ，男の料理教室は 1992 年，平成４年，府中公民館で始まりました。昔から男子厨房

に入るべからずという言葉はよく聞かされておりましたが，賢明な府中町の男性の皆さん

は，もうそういう時代は過ぎたということに早くから気がついておられたのだと思います。

当時，町内の料理教室を開いておられた久保田先生という方が指導されていました。30 名

前後の方が参加されて，平成 16 年まで続けられました。久保田先生がお辞めになることに

なり，私がその後を継いで，はや８年が過ぎました。 

現在，男の料理教室は毎月１回，府中公民館と府中南公民館の２カ所で行っています。 

府中公民館では，毎回 40 名前後の熱心な男性の方が集まってくださり，料理の勉強もさ

ることながら，自分たちがつくった料理をさかなに軽く一杯飲みながら語り合うのを楽し
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みにされているようです。参加される男性は，年配の方や現役の方など様々な年齢層の方

がおられ，身分，肩書きは一切関係なく，料理という共通の活動で盛り上がります。男の

料理教室はそういう町民同士のふれあいの場になっているというのが何よりも魅力になっ

ているのではないでしょうか。世話人に川本さんという方がおられ，みんなから「級長」

と呼ばれています。大変熱心にお世話をしてくださっています。その方はパソコンの扱い

が得意な方で，毎年いろいろな資料や写真集をつくってくださいます。これは男の料理の

カレンダーです。料理を忘れないように料理実習の写真を入れるなど，いろいろ工夫をし

てつくっていただいています。皆さんから大変喜ばれています。 

南公民館のほうでは，随分以前からいろいろな方が指導されていたようですが，知人に

依頼されて私が担当するようになってから今年で３年になります。教室は毎月１回第２水

曜日の夜に開いております。参加人数は 20 名前後ですが，こちらも地域の男性の交流の場

になっており，参加者もだんだん増える傾向にあります。料理のレシピも府中公民館と同

じものを使うこともあります。府中公民館と同様に，料理を囲んで地域の男性同士の話に

花が咲き，それをみんな楽しみにされているようです。 

これは夏休みに行う子どもの料理教室。男の料理の方がお手伝いをしてくださっている

ところです。両公民館とも，年末には忘年会を兼ね特別メニューで宴会気分を味わい，カ

ラオケ大会などもあって，みんな楽しみにしておられます。 

このように，今の時代は男性もどんどん厨房に入って料理をつくるのが普通になってい

ます。男性が料理をつくり始められますと，第一に奥様方がとても喜ばれていらっしゃい

ます。実際に習った料理を家庭で披露している方もおられるそうで，この男の料理教室は

府中町内の家庭円満にも大いに役立っているのではないでしょうか。 

次に青年の料理ですが，こちらのほうはヘルシークッキングと名付けて，生活習慣病に

ならないように栄養バランスの取れた料理を目指していますが，若い人にはいろいろな要

望もあり，子ども連れの方もおられますので，ときにはケーキづくりなども入れておりま

す。こちらも毎月１回，第３水曜日の夜に行い，仕事帰りの人を含め 10 名前後の方が参加

しておられます。 

次に，ろうあ者のふれあいクッキングですが，はじめのうちは耳が聞こえない方にどの

ように指導したらいいか手探り状態でやっていましたが，手話通訳の方の協力もあって，

また，参加されるろうあ者の方も少しずつ要領を覚えられて，最近はレシピの内容も他の

料理教室と同じようなものを用意しています。所要時間も随分短くて済むようになりまし

た。その模様をお写真で紹介します。真ん中の男の人がろうあ者の世話人です。私も習っ

て，手話で自己紹介をしています。皆さん手話で楽しそうに話をしておられます。年に１

～２回実施していますが，参加者は 30 名前後あり，みんな楽しみにしておられます。こう

いうふれあいの場の少ない障害者の皆さんに少しでもお役に立つことができればと思って

続けています。 
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最後に，子どもの食育です。府中町では未来の子どもたちの健全育成に各種団体は特に

力を入れています。私は，現在，府中町公衛協の活動をしておりますので，以前から子ど

もの体と心の健全な発達には食育が必要なことを痛感していましたが，そこで町の関係団

体が掲げております「早寝，早起き，朝ごはん」について取組を始めることにしました。

特に朝ごはんに注目しました。最近，朝ごはんを食べない子どもが増えているということ

なので，何とか直接子どもに教える方法はないかと考えました。そこで，町内の各小学校

に出かけ，食育を総合学習の中に取り入れてもらえないか直接交渉しました。幸い町内の

５校の小学校では快く受け入れてくださいました。各地域の公衛協の皆さんの協力も得て，

各学校で朝ごはんを食べることの大切を教えるとともに，子どもでもできる簡単な朝ごは

んのレシピをつくって，料理実習を行いました。昨年は独自につくった「発見！ まちに

伝わるすてきな料理」というキャッチフレーズで，府中町に昔から伝わる「もぐりめし」

や「酢のもの」をつくる実習を町内の小学校５校すべてで行いました。大人の料理教室と

は違い，それなりの工夫が必要でしたが，後で感想文を読むと，楽しかった，またやりた

い，自分でもつくってみたい，などと書いてくれて，好評だったように思います。 

以上，料理を通して私のささやかな活動の一端を紹介しましたが，これらはすべて多く

の皆さんに支えられてこそできることで，改めて関係者の皆さんに感謝申し上げたいと思

います。 

これからもできる限りの努力をしたいと思いますが，私の年齢では限られています。１

人でも多くの若い人たちが，これらの活動を継続してくださることを切に願っております。

御清聴ありがとうございました。 

 

（知 事） 

讃岐さん，どうもありがとうございました。今やっていらっしゃるのは，男と青年とそ

れからろうあ者のふれあい，そして子どもですね。 

 

（讃 岐） 

はい。 

 

（知 事） 

先ほど 20 年前から始められていたという男の料理ですけれども，８年前から引き継いで

御自分でやられるようになった。料理教室を始められたのは，そこからですか。もっと前

からやっていらっしゃったのですか。 

 

（讃 岐） 

前からです。 
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（知 事） 

ずっと前から。 

 

（讃 岐） 

はい。 

 

（知 事） 

やっぱり地域の料理ですか。 

 

（讃 岐） 

地域もしておりましたけれども，あちこちお呼びの声がかかりましたら，広島市のほう

まで行っておりました。 

 

（知 事） 

なるほど，そうですか。もう 20 年もやっておられると，相当な方々が通われたのではな

いかと思いますけれども，延べ人数でいうと，青年とか，子どもたちとか全部入れると，

どれぐらいになられるのでしょうね。 

 

（讃 岐） 

ちょっと分かりませんけれども。 

 

（知 事） 

何百人ですね。 

 

（讃 岐） 

考えてみたらそうですね。だから，一番最初に青年料理を教えたとき，まだ大学生でし

たが，もう結婚して子どもさんがいらしているので，だから，結婚されまして，子どもさ

んがお生まれになって，思い出してまた教室へ通っていらっしゃる方もおられます。 

 

（知 事） 

そういう意味では，府中町も人口の多い町ではありますが，その中でも何百人の方がこ

の讃岐さんのお世話になって，そして，健康づくりの力になっているというか，そういう

ことだと思いますし，それがまたコミュニケーションに，特に男が料理をすると必ず何か

奥様とのコミュニケーションが発生するのではないかと思いますけれども，相当な方々に
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影響を与えてこられたのではないかと思います。 

ちなみに，男，青年，子ども，誰が一番素直ですか。 

 

（讃 岐） 

それはみんなかわいい生徒だからね，誰とも言い難いです。 

 

（知 事） 

みんなちゃんと言うことはきいておられる。 

 

（讃 岐） 

小学生の場合，今ごろの子は悪いことをするとおっしゃいますけれども，でも，教室に

入って，ぱっと皆さんの顔を見ると，しーんとして，普通のお授業のときは騒ぐとおっしゃ

るので，ええーというような感じで，私はぱっとお口をします。黙って，じーっと見るん

ですね。鼻のところに手をやると，ちゃんと私の目を見てくれる。担任の先生は，こんな

にいつもお行儀がよかったら勉強がどんどん進むのに，どうしたんかねというふうにおっ

しゃっています。 

もう一つ，地域に出向いてするということは，地域の方とのふれあいがあります。だか

ら，男性も来て手伝ってもらいます。そうすると，終わった後の感想文で，子どもと地域

の方がお互いに話し合いするのですが，そのときに，昔はどうだった。おじちゃん，どう

だったとか，おばちゃん，どうだったとか，そういう話がはずんで，お手伝いにこられた

方も「よかった。また，次のときに呼んでください。お手伝いに行きますよ」とおっしゃっ

ていますから，これは地域とのつながりができて非常によかったと私は思います。 

私も今回初めてで，５つの小学校があるのですけれども，最後に北小に行ったのです。

もう１年早く北小に行っていればよかったかなと，それは分かりませんけれども，でも，

これは非常に子どもたちにとっていいと思います。途中で出会っても「こんにちは」とい

う挨拶もできるようになりましたし，これは是非続けてやっていきたいと思っております。 

 

（知 事） 

ありがとうございます。本当に子どもたちの教育という意味でも，もちろん学校の教育

というのはあるのですけれども，こういう形で地域の大人とふれあいながらできる。子ど

もと会話するというのは意外と大変ですよね。子どもは子どもで訳の分からないことをよ

く言うし，難しいですけれども，料理みたいなものがあると，自然にコミュニケーション

も図られて，そして，地域のお話もいろいろなことを聞いてすばらしいのではないかと思

います。これまで讃岐さんのおかげで寿命が５～６年は延びた方がたくさんいるのではな

いかと思います。合計すると何千年ぐらいになるのではないかと思いますけれども，こう
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やって地域のために貢献いただいて本当にありがとうございます。それでは，もう一度讃

岐さんに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。 

 

事例発表③ 

 

（知 事） 

それでは，続いていきたいと思います。続きましては，府中中学校２年生の神野颯太く

んです。 

神野くんは，生徒会の役員をやっていらっしゃるということですが，生徒会の活動とし

て，府中中学校区の児童・生徒会を開いて，校区内の小学生と中学生が一緒になってクリー

ンキャンペーンを行うという活動をやっておられます。 

こういった活動を充実させて，府中町で共に学び合い，成長していくために中心となっ

て取り組んでいるということです。 

今日の発表のテーマは，「学び合い 共に深まる 感謝の心」，五七調で，すばらしいテー

マになっています。それでは，神野くん，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（神野）） 

私は，府中町立府中中学校生徒会執行部２年生の神野颯太です。今日は私たち府中中学

校が行ってきた活動を紹介したいと思います。 

府中中学校は，校区内の小学校である府中小学校，府中東小学校，府中北小学校と連携

した活動をたくさん行っています。 

その中でもまず紹介したい活動は，府中中学校区児童・生徒会議です。児童・生徒会議

とは，府中中学校の生徒会執行部と校区内の３つの小学校の児童会執行部が集まり行う会

議です。画面はそのときの写真です。このときの会議で話し合ったことが二つあります。

一つ目は，小中連携のスローガンです。中学生が三つのスローガンを提案し，みんなで話

し合って一つに決めました。決定したスローガンは，「学び合い 共に深まる 感謝の心」で

す。このスローガンには，小学生や中学生，地域の方々と共に行動することで絆を深め，

お互いの感謝の心を深めていこうという思いが込められています。二つ目は，小中合同ク

リーンキャンペーンについてです。小中合同クリーンキャンペーンとは，中学生が小学校

の母校に帰り，小学生と一緒に小学校区内の地域を掃除してきれいにしようという活動で

す。この小中合同クリーンキャンペーンは，府中中学校生徒会執行部と各小学校の児童会

執行部が協力して運営します。なので，この会議では役割分担などをしました。この会議

では，中学生が小学生を引っ張っていき，小学生からの意見が出やすいように，中学生が

しゃがみこみ，小学生と同じ目先で話し合いをしました。これがクリーンキャンペーンの

ときの様子です。小学生と中学生，保護者や地域の方々と一緒に掃除をしています。そし
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て，たくさんのごみが集まりました。このクリーンキャンペーンのよいところは，中学生

は自分が小学生を引っ張っていかなければいけないと自覚できるところです。クリーン

キャンペーンを終えた後に反省会を持ちました。中学生として小学生に頼られ，やりがい

を感じることができました。 

９月 21 日に行われた府中中学校研究会では，児童・生徒パネルディスカッションを行い

ました。中学生の代表２名と各小学校の代表各１名ずつが府中町教育委員長藤原先生と「学

び合うということ」というテーマで話し合いました。これがそのときの写真です。これま

で小中連携で行ってきた活動の感想を中心に，学びと学び合いはどう違うのかなどと話し

合いました。学びは，１人で学ぶこと。学び合いは，たくさんの人と意見を聞き合い，自

分の考えを深めていくことだという意見が出ました。学びと学び合いはどちらのほうがよ

いと思うかという質問では，全員一致で学び合いのほうがよいという意見でした。 

ほかにも小中連携で行ってきた活動があります。例えば小６体験入学や出前授業です。

このような取組によって，小学生の中学校への不安が少しでもなくなり，中学生になるの

が楽しみになってもらえたらいいなと思います。 

これまで小中連携で行ってきた活動を紹介しましたが，このほかにも府中中学校では部

活動で行う部活ボランティアや広島掃除に学ぶ会の方々と行ったトイレ掃除などいろいろ

なボランティア活動に参加し，たくさんのことを学び合うことができました。 

私はたくさんの活動を行う中で，小中連携のスローガン「学び合い 共に深まる 感謝の

心」の感謝の心とはどういう意味なのか，もっと知りたいと思いました。感謝は目に見え

ないし，感謝の心を深めるためにはどうしたらよいか分からなかったからです。しかし，

感謝の心をもっと知るためには，たくさんの人と一緒に行動したり，あまり知らない人と

でも一つの話題について話し合い，考えを深めていかなければいけないと思います。 

私はたくさんの人をうれしい，楽しい思いにさせることができるような人になりたいで

す。そのためにこれからもチャレンジしていきたいです。そして，私たちのまち府中町で

生まれ育ってよかったと思えるよう，日本一のまちにしていきたいと思います。これから

も頑張ります。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

神野くん，ありがとうございました。今，教育に携わっている人たちは大体御存じだと

思うのですけれども，小学校から中学校にあがるときにものすごくつまずいてしまって，

中学校の成績がよくなかったりとか，あるいは学校が荒れたりとか，そういう問題がすご

く指摘されています。中一問題とか言われていまして，小中連携を図るということが実は

大きな教育界における課題の一つなのです。それを意識されてということも含めてだと思

うのですけれども，こういう小中連携で活動をいろいろ行っているということで，その中

でも，先生がというよりも，中学生自身が，みんながリードをとって活動をやってくれて
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いるのかな。 

 

（神 野） 

はい。中学生が小学生を引っ張っていく。中学生もそうしなければいけないと自覚がで

きますし，小学生もこういう中学生になれたらいいなと思ってもらえるように頑張ってい

ます。 

 

（知 事） 

なるほどね。パネルディスカッションとか，すごいなと思うのだけど，あれは小学生も

出てきて一緒にやったわけだよね。 

 

（神 野） 

はい。 

 

（知 事） 

小学生の皆さんも積極的に発言はしてくれたのかな。 

 

（神 野） 

はい。藤原教育委員長がみんなに問いかけて，それを僕たち生徒や児童が答えていきま

す。 

 

（知 事） 

あと，出前授業というのがありましたよね。出前授業というのは，中学生が出かけていっ

て，先生になって授業をするのですか。 

 

（神 野） 

いや，中学校の先生が小学校に出向いて授業をします。 

 

（知 事） 

なるほどね。そのときは中学生も一緒に行ったりするのですか。 

 

（神 野） 

いや，それは中学生はかかわっていないです。 

 

（知 事） 
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それは先生がやられるということですね。 

 

（神 野） 

はい。 

 

（知 事） 

もう一つ，感謝の心をもっと知りたい。これは自分でやっていて，そうだなというふう

に思ったのですか。 

 

（神 野） 

はい。感謝の心ってどういうものだと思うと聞かれたときに，はっきり答えることがで

きなかったのです。それで，感謝の心ってどういう意味なんだろうと，もっと知りたいな

と思いました。 

 

（知 事） 

改めて深く考えてみたということですね。本当にしっかりとしていますね。うちの子も

今，上が小学校４年生なのですけれども，中学校２年になったらこうなるのかなと，すご

く不安なのですけれども，皆さん，お気づきになったか分かりませんけれども，原稿を持っ

ていたけれども，原稿をほとんど見ずに，まっすぐ向いて，ときどきちらちらと見ながら

発表していて，もちろん発表の中身もすごくよくまとまっているし，僕なんかよりよっぽ

どはっきりとしゃべってくれてすばらしいというか，頼もしく思いませんでしたか。あり

がとうございます。本当に将来が楽しみな府中町の中学校代表の１人として今日発表して

もらいました神野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。 

 

事例発表④ 

 

（知 事） 

それでは，最後の発表になります。僕なんか，ついやっぱり原稿を読んでしまいますね。

なかなかあんなふうにはできませんけれども，最後は，緑ヶ丘中学校３年生の才田美来さ

んにお願いしたいと思います。 

才田さんは生徒会の副会長をされていらっしゃいます。文化祭にダンスを取り入れると

いう，これは先輩が行った生徒全員が自発的に盛り上げていくという文化祭に大きな影響

を受けて，その精神を継承・発展させるために，文化祭などの生徒会行事や地域貢献活動

の改革に取り組んでいらっしゃるということです。 
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今日の発表のテーマは，「先輩のつくった学校を超える挑戦」です。それでは，才田さん，

よろしくお願いします。 

 

（事例発表者（才田）） 

私は今年緑ヶ丘中学校の 33 期生徒会執行部副会長を務めています。私はこの府中緑ヶ丘

中学校を生徒がつくる学校にしていきたいという強い思いがあります。この思いは，32 期

生徒会執行部の先輩方から受け継いだものです。私にとってのチャレンジは，33 期生徒会

でしかできないやり方で，学校を前進させることです。 

２年生のとき，32 期生徒会執行部での私の役職は書記でした。当時は，今ほど学校を変

えたいという情熱はなく，執行部に入ったら目立てるかな，という程度の考えで役員にな

りました。しかし，いざ執行部に入ってみると，３年生がほとんどで話しかけづらく，先

輩たちのことをすごく遠く，そして，すごく怖く感じていました。３年生の教室は３階に

あり，先輩と話そうとするには２年生の教室のある４階からおりなくてはいけないのです

が，そのたかが１階の差がすごく遠く，そして，大きく感じました。 

しかし，実際は優しい先輩ばかりでした。学年が違う私が寂しくないようにいつも話し

かけてくれました。会議で発言できなくて困っている私の表情を見て，何か言いたいこと

があったら言ってみてと促してくれたりもしました。そして，いつしか先を見通し，計画

性を持って全校生徒を引っ張っていく先輩は，私のあこがれになっていきました。 

去年の執行部での活動を大まかに説明します。生徒会行事の始まりは執行部会からス

タートします。会議は１年の間に 100 回以上行われました。執行部会での話し合いを経て，

まず３月に３年生を送る会，４月に１年生を迎える会が実施されました。32 期ではこのよ

うにファッションショー形式で１年生に学校生活の紹介を行いました。そのほか，東日本

大震災の際はソレイユで募金活動なども行いました。そして，体育祭での生徒会主催の種

目「騎馬戦」なども行いました。２年生として執行部最後の行事「文化祭」では，今まで

の行事と比べものにならないほど完成までに長い時間がかかりました。文化祭全体の枠決

めもそうですが，執行部が企画・実施する文化祭の目玉，生徒会企画については，尊敬す

る先輩と衝突する場面もありました。最終的に，学校全体でまとまり，全生徒が一体化す

るためにダンスをしたのですが，その曲数や演出をめぐって長い，本当に長い話し合いを

何日もしました。私の最も尊敬する副会長Ａ先輩と私の意見は違っていました。私は，ど

うしても目的を達成するために２曲踊るべきだと考えました。いつもは積極的で何にでも

チャレンジしようとするＡ先輩が「１曲にしよう」と言い，当時の私から見れば消極的と

も言える意見でした。執行部 15 人でぶつかりあい，涙しながら話し合いを重ね，私は自分

とは異なる意見を認めることを学びました。結局，私の意見は通らず，１曲しか踊らない

ことになりました。私とすれば言いたいことも，聞きたいことも会議の中ですべて消化で

きたので，納得して受けとめることができました。文化祭も，ダンスも大成功し，執行部
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15 人が号泣して文化祭を終えることができました。後日，Ａ先輩は「反対したけれども，

本当は自分も２曲踊りたかった」と教えてくれました。しかし，文化祭全体とのバランス

や完成度，練習時間などの現実的な問題を考え，自分の意見は胸にとどめて，あえて反対

したのだそうです。Ａ先輩の私のあこがれはさらに強いものになりました。 

32 期執行部の先輩方の苦労や，行事が成功した達成感を一番近くで感じてきたからこ

そ，私が伝統として次につなぎたいという思いで 33 期執行部の副会長になりました。先輩

方についていった去年とは違い，自分がリードする側に回った今年，私にとっては挫折ば

かりが続きました。先輩のようになれない自分がいて，悔しくて，悔しくて，しかし，ど

う解決すればいいのか見当さえつきませんでした。去年の自分はやっぱり甘くて，本当の

苦労や表には出ない話し合いがあったのに気づいていませんでした。いけないと分かって

いても，どうしても去年と比べてしまう私がいます。例えば，去年だったらもっと会議の

集まり方がよかったとか，去年だったらもっと活発な意見交流があったのにと思ってしま

います。でも，考え方を変えました。同じやり方で超えるのではなく，私たちでしかでき

ないやり方で新しい伝統を築いていく決意をしました。先輩に対するあこがれが強くて，

そのあこがれの分，私は勝手に高すぎる壁を自分の目の前に置いてしまっていたことに気

づきました。私にしかできないことがきっとあると確信しています。そのことに気づいた

のは，33 期執行部で初めて成功をつかんだ体育祭の生徒会種目です。私たちのやり方で成

功したこの行事は大きな自信を与えてくれました。 

今，私たちは文化祭の準備に取り組んでいます。33 期生徒会でしかできないやり方で学

校を前進させること。私のチャレンジはいよいよ大詰めです。先輩も見に来てくださいま

す。後輩を見てくれています。私が先輩から学校は生徒で変えていけるということを教え

ていただいたように，私たちを見て，後輩が同じことを思い，後輩なりのやり方で伝統を

重ねていってほしいと強く思います。みんなのチャレンジが集まって学校さえも変えてし

まう。私のチャレンジがそのきっかけになれるよう，全力を尽くしていきます。御清聴あ

りがとうございました。 

 

（知 事） 

才田さん，ありがとうございます。お話を聞いていて，一生懸命生きているなという感

じが，しませんでしたか。長らく忘れているというか，大人になると，いろいろなことを

日々流してしまうことが多いのですけれども，一つ生徒会の活動をとっても，文化祭，体

育祭，新入生歓迎会とか，３年生を送る会とか，いろいろあると思うのですけれども，そ

の一つ一つに一生懸命取り組んで，そして，去年よりももっといいものにしようと頑張っ

ているということですね。あこがれの先輩をなかなか超えられないと思って，自分で壁を

つくってしまったと，その気づき自体もすごいなと思うのです。別のやり方で超えたいと

いうことをおっしゃっていましたけれども，今，どんなことを考えているのですか。それ
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はあまり言ってはいけないのかな。 

 

（才 田） 

去年は先輩方の特徴として，前に出て何か表現するということが得意な先輩方ばかり

だったので，今年はそういうのとは逆に，会議のようなまじめでこつこつしたことを得意

とするので，その去年とは違う 33 期の特徴を生かしていきたいと思っています。 

 

（知 事） 

そういったことも，先輩がすごく頑張って生徒会の活動を本当にまじめに取り組んでや

られた。それを見ていた才田さんをはじめとする今の執行部の人たちが受け継いでいると

いうことで，これは伝統なのだと思います。伝統があって，そして，それをまた変えてい

くということですよね。それが本当に活発な生徒会につながっていって，また自分たちが

成長していくということにもつながっているのではないかと私は感じます。最後の体育祭

の写真もすごくいい笑顔で，すばらしいなと。この情熱と頑張りをもってすれば，本当に

すばらしい学校が築いていける。それは多分社会でも全く同じことではないかと，そんな

ことを感じさせていただきました。それでは，もう一度才田さんに大きな拍手をお願いし

ます。 

 

（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。本当にすばらしい

発表をありがとうございました。 

 

 

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す。今日４名の皆さんに発表いただきました。最初の中村さんの紙

芝居から皆さん目をうるうるさせて，いかに涙を流さないかとこらえていらっしゃるよう

な感じから始まって，最後の才田さんには元気が出る発表をしていただきました。 

一人ひとりは本当に身近な身の回りの活動に取り組んでいらっしゃるのだと思います。

中村さんも，この地域の中で，いろいろな場所で紙芝居を通じた，これは教育だと僕は思

うのですけれども，これをやっていただいたり，讃岐さんは，これもまた地域でいろいろ
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な人たちに教えることによって，この地域がまたよくなっていく。神野くんも，学校活動

を通じて，小学生をリードするという中学２年生に本当にふさわしい役割ではないかと思

うのですけれども，それによって小学校も変わるし，中学校も変わる。そして，最後の才

田さんは，生徒会活動を通じて，学校自体をよくして，みんなが一体感ある学校をつくっ

ておられる。本当に身の回りのことですよね。でも，それぞれやっていらっしゃる方が

ちょっといい加減に，適当にやっていたら，こんなに影響力というのはないのではないか

と思います。それぞれの皆さんが，自分がやっていらっしゃる役割であるとか，あるいは

役柄とか，そういう中で一生懸命それをよりよくしていこう，少しでも，一歩でも前に出

て行こうと，そういった御気持ちが，そして，考えるだけではなくて，それを実践されて

いるということが本当に地域社会を大きく変えているのではないかと思います。それが実

感できたのではないかと思います。 

午前中に訪問させていただいた永田池の活動も，普通だったら池があるなと見過ごすと

ころだと思うのです。ちなみに，皆さん永田池は御存じですか。見過ごすだけで，ああ，

あるなと思うだけですけれども，あそこはどうしてこうなんだろうとか，もうちょっとき

れいにしようという思い，思っても一歩出てやらない人が多いのですけれども，それを一

歩出てやるだけで大きく地域が変わっていくという事例だったと思います。そういう一人

ひとりの活動といいますか，一人ひとりの思いであるとか，一人ひとりの一歩前に出ると

いうことが社会全体を大きく変えていく。 

実は広島県でも「ひろしま未来チャレンジビジョン」というのをつくっておりまして，

これは 10 年間の計画ですけれども，10 年後の広島県はこんなふうになっていたいという

計画をつくっています。その中で実は大きなテーマになっているのが，「主役は県民の皆様

です」ということがあります。つまり，行政が，別にさぼるつもりがあって言っているわ

けではないのですが，行政がどんなに頑張っても，県民の皆さん一人ひとりが少し頑張ら

れる力にはとても及ばないということです。１人の市民としてできることもあるし，企業

や団体として，あるいは学校といったような組織として取り組まれることもあると思うの

ですけれども，そこを少しでも，ちょっとだけでいいから頑張ってみようということが本

当にすばらしい将来の府中町，そして，将来の広島県をつくっていくと思っております。 

今日発表していただいた皆さん，本当にありがとうございました。改めてもう一度大き

な拍手をお願いしたいと思います。 

そして，この会を通じて，今後の皆様の様々な活動が挑戦の輪を広げていくということ

を祈念いたしまして，この会の終了とさせていただきます。本日は長い間どうもありがと

うございました。 

 

（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
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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においては，フェイスブックによる情報の交流なども行っ

ておりますので，是非御参加ください。 

本日は御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。 


