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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皆様に御挨拶を申し上げます。 

 

（知事（湯﨑）） 

皆様，こんにちは。本日は土曜日で何かと御多用のところ，こうやって広島県の県政懇

談会「チャレンジ・トーク」にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

このチャレンジ・トークは今３巡目になっています。海田町には前回，平成 22 年 11 月

にお邪魔させていただきました。それが第１巡目でしたけれども，第２巡目は，広島市，

それから安芸郡の他の町と一緒にシャレオの下でやらせていただきました。そして，これ

が第３回目になります。これまでの３巡の間に，実は 379人の県民の皆さんの御意見を伺っ

ておりまして，いろいろな活動現場にも訪問させていただいていますが，103 ヵ所になっ

ています。今日は，午前中に千葉家住宅で，西国街道のボランティアガイドをされている

皆さんとお話をさせていただき，それから，おもちゃの病院を訪問させていただきました。 

これからは懇談会になりますが，海田町でいろいろなチャレンジ，挑戦をされている皆

さんの発表をお伺いします。この会が終わったときに，ああ，そうだなと多分御納得いた

だけると思うのですけれども，それぞれの地域で本当にすばらしい取組をされていらっ

しゃる方がたくさんいます。それがまたみんなの明日の元気につながっていくと思います

ので，ゆっくりとお話を聞いていただければと思います。 

この開催に当たりましては，海田町に大変な御協力をいただいております。この場をお

かりしてお礼を申し上げたいと思います。 

これまでお伺いしているいろいろな御意見，あるいは発表を，私は県政の隠し味と言っ

ているのですけれども，味噌樽に詰めて，いい味噌にして，それを隠し味に使わせていた
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だいておりますので，今日も楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。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。湯﨑知事，壇上の方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。発表者の皆様は檀上にお上が

りください。それでは順番に御紹介いたします。 

はじめに，新たな海田町の特産品として，日本酒「ほっぷ すてっぷ じゃんぷ」を開発

された「かいた七夕さん実行委員会」委員長の田川房雄さんと副委員長の小畑佑藏さんで

す。 

続いて，江戸時代から宿場町として発展してきた海田市のまちなみをボランティアで案

内をされている「西国街道・海田市ガイドの会」会長の百本邦子さんと事務局長の乗重文

夫さんです。 

広島県吹奏楽コンクールで 17 年連続「金賞」を受賞されるなど，県内トップレベルの演

奏をされている広島国際学院高等学校吹奏楽部の宗利萌香さんと勝谷優紀さんです。 

続いて，海田町国際交流協会主催の海外研修で韓国を訪問し，文化の違いを学ばれた海

田町立海田中学校２年の椎名里歩さんと中村幹生さんです。 

どうもありがとうございました。それでは，事例発表者の皆様はどうぞお席にお戻りく

ださい。 

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，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） 

よろしくお願いします。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きます４組の皆さんは，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，挑戦をしていらっしゃる方々です。 

はじめにお願いしますのは，今，御紹介ありましたけれども，「かいた七夕さん実行委員
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会」委員長の田川房雄さんと副委員長の小畑佑藏さんです。 

改めて田川さんと小畑さんを御紹介させていただきますと，田川さん，小畑さんお二方

は，海田町の新たな特産品として，海田町出身で日本人初のオリンピック金メダリスト織

田幹雄さんにちなんだ日本酒「ほっぷ すてっぷ じゃんぷ」を開発されました。 

海田町内の酒屋で販売をされているということですけれども，それだけではなくて，東

京の銀座につくりました広島県のブランドショップ「ＴＡＵ」，皆さんも御存じいただいて

いると思うのですけれども，この東京のショップ「ＴＡＵ」でも販売するなど，特産品と

しての定着を目指していらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「地元の特産品『ほっぷ すてっぷ じゃんぷ』に込めた想い」で

す。それでは，田川さん，小畑さん，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（小畑）） 

それでは発表させていただきます。お酒に入る前に，今まで我々がやっております「か

いた七夕さん」について，若干時間をいただいて説明したいと思います。 

「かいた七夕さん」は，御存じのように昨年は第 18 回で，再来年は成人式を迎えるとい

うことで，海田の大きな祭りになっております。最初の第１回目は，７月７日午後７時７

分，七夕さんということでそれを記念して発足して，18 回を迎えました。ここに書いてお

りますように，「かいた七夕さん」の趣意ということで，①七夕らしい祭りをする。これは，

特にササ飾りを中心にやります。②は，地域に根付いた地域で創る祭りとする。これは自

主的に皆さんの企業なり個人からの寄付で賄うということで，補助金が全然ないようにす

ればずっといくのではないかと。③，御存じのように，後で申しますけれども，いっぱい

催し物をしております。一番最後は，容器は必ず再生ができるものでするということで，

④環境に優しい祭りとする。そういうことをやっております。 

これは組織図ですけれども，下の方に書いておりますように 114 名が実行委員会なりに

入っております。こういう準備委員会，常任委員会，反省会ということで，それぞれ集まっ

て相当の人数がやっております。 

舞台でやるのは，子どもたちが６団体と大人が 10 団体あります。 

これは七夕の準備の段階ですけれども，七夕飾りを主体にしておりますので，幼稚園で

あるとか，保育所であるとか，28 ヵ所，45 本ほど切って皆さんのところにお届けしており

ます。 

これは舞台です。幼稚園児がやったり，それぞれこういう舞台で，発表の場があり，大

変喜んでおります。 

出店が，大体 17 店舗出ております。これが後で説明する海田の酒です。初めてここでオー
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プンしました。販売いたしました。 

これはカヌーをやっております。 

これが当日の観客の動員です。約１万人弱来ております。 

これも当日，ここへ書いておりますが，「しょうがっこうのせんせいになれますように」

とか，いろいろと素朴な願いを短冊に書いております。去年が 89 で，大体 100 弱あります。

メインはこの七夕です。自分の思いをこの中で伝えていこうというのがメインです。 

これはコーラス部，沼先生ですか，今日来られておりますが，そういうことで各地の指

導者が発表する。 

この話が本番で，我々が「ＴＡＵ」でお世話になっております「ほっぷ すてっぷ じゃ

んぷ」です。ここに，安芸の国・西国街道，それからオリンピック陸上三段跳び・日本人

初金メダル織田幹雄さん，出身地は広島県と海田町を宣伝するために，わざわざ「広島県

海田町」と書いております。そういうことで，この中にはいろいろと凝縮しております。

「ほっぷ すてっぷ じゃんぷ」というのは，大体三段跳びの前には「ほっぷ すてっぷ じゃ

んぷ」と言っておりました。 

なぜ我々がこういうお酒をつくったか。織田幹雄さんは海田町の出身です。皆さん御存

じと思いますけれども，1928 年，約 84 年前ですが，オリンピックのアムステルダム大会

で，三段跳び 15ｍ21cm，日本人初めての金メダルを獲得しました。大方八十何年前ですが，

なかなか思い出せないということで，是非これをもう一遍オープンにしようということで

考えました。 

２番目は，海田の新しい土産として，つくることによって，こういう立派な人が海田に

おられますよということをこれからアピールしていきたい。 

それと，これは海田町しか書いておりませんが，海田町は広島県ですから，広島県の海

田というのを全国的に認知していただく。海田に住んでいるんよと言っても，織田さんの

話をすると海田というのが分かりますが，海田だけ言うと，どこかと言われますので，海

田町の全国区化。 

実は，この話は，隣におります田川さんから大体５月ごろにこんなお酒をつくろうじゃ

ないかと。ほいじゃ，やろうかと。是非海田町にもこういうおもしろいのをつくっていき

たいというのがありまして，始めて，それからこういうお酒を選定しております。いろい

ろ出しておりますが，それなりに，前にありますが，足跡で「ほっぷ すてっぷ じゃんぷ」，

これは人生と一緒です。いきなりジャンプはできませんから，ホップをして，ステップを

して，ジャンプをする。そういう人生にもたとえて，お酒でもこういうものをやっていこ

うじゃないかと。ここらも一杯飲みながら，お酒はいいじゃ，悪いじゃ，どうじゃという

ことで，女性の好みを知らなければいけないということで，一応このぐらいのメンバーが

集まってやりました。 

これはラベルをつくっているところです。これでいこうと。で，女性が好むお酒という

- 4 - 



ことで，こういう形にしております。 

「かいたの酒」です。先ほど言いましたが，ラベルの作成は６月 15 日ということで，実

際私も印刷会社に行き，右じゃ，左じゃ，あれじゃということで，町内の印刷会社で御無

理を言いまして，はやばやとできました。 

試作品の作成，これも６月にできました。 

印刷・ラベル貼というのは，先ほどあったのですが，最初は素人がみな貼りました。だ

から，ねじれたり，寸法が違ったり，往生したのですけれども，何とか張り上げて，それ

で，ここへ書いております非公開の予約というのは，貼っている間に予約が殺到しまして，

200 セットがほとんど売り切れということになってしまって，それではいけんということ

で，10 本にしている人は５本にしてくれということで若干残そうと。それで，残ったもの

で初めて７月７日，町民の皆様に「ほっぷ すてっぷ じゃんぷ」ということでオープンし

ました。大分試飲をしていただきました。 

これは中国新聞に 10 月４日に載った記事です。こういう形で，住民グループということ

で，特に我々は東京で販売する。「ＴＡＵ」へ，何でも「ＴＡＵ」へ出したいという思いが

ずっとありまして，やっと 10 月５日，これは実際の「ＴＡＵ」です。こちらには 70 種類

ぐらい酒があります。大変です。こちらには熊野産の筆が大きなスペースを取っています

けれども，運がいいことに一番いいところへ出させていただきました。 

私も行き，田川さんも行き，試飲をして，織田さんの酒です，海田の酒ですということ

で，ずっとやってまいりました。 

この人は織田さんの長男です。ドイツの関係のお世話をずっとされております。学習院

を出られておりますから，今の天皇さんとかなり厚意にされておられます。こちらは婦人

ではなく，ドイツ大使館の職員さんに来ていただき，このときに４セットか５セット買っ

て帰っていただきました。その後も何セットも買っていただいております。織田幹雄さん

の長男さんも，これはいい酒じゃと。洋食に合う酒で，だから，女性向きで，優しい酒で

す。 

最終的に良かったことは，ここに書いておりますが，先ほど言いましたように，まずは

海田のお土産の一品になったのではないかと。これからどうなっていくかというのが大変

です。 

それと，「ＴＡＵ」へ出すことをものすごく感じておりましたので，県知事さんが来られ

ておりますけれども，特に広島県，海田町をはじめ，実行委員会，企業，お酒屋さん，そ

の他販売店，全部がうまい具合に前に前に進んでいった。それぞれのところで「海田のあ

れはええの」ということで出していただいたと私は思っています。 

せっかくなので，私の個人的なものもあるのですけれども，我々，個人ではこつこつ町

内を明るくするためとやっているのですけれども，初めて県知事さんとお会いできるので，

ちょっと公共施設については，今もメトロ，山陽線の高架と，東広バイパス，全部海田町
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を通っているんです。小さなことは我々がやりますが，大きなものはどうしても国，県，

町にやっていただかないと，車の両輪でうまい具合に動かんのではないかという思いがあ

りますので，いろいろ大変と思いますけれども，是非またよろしくお願いしたいと思いま

す。 

これとは全然別なことで申し訳ないですけれども，これからも販売を続けていきます。

若干オーバーしましたが，我々の発表は以上です。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

田川さん，小畑さん，ありがとうございました。広島県海田町というふうに，僕らから

お願いしたわけではないのですけれども，広島県も入れていただいてありがたいと思いま

すけれども，もともとは七夕さん実行委員会ですね。七夕さんとお酒というのは，なんと

なく関係ありそうでないのですけれども，どうしてお酒というふうにお考えになったので

しょうか。 

 

（事例発表者（田川）） 

お答えします。海田町には，昔から夏，７月７日に井戸の水をかえるという習慣があっ

て，その井戸水をかえるときに，子どもたちがササ飾りをして練り歩いたという習慣があ

ります。だから，水ということがあります。水が一つ。 

それと，織田幹雄さんは，三段跳びのジャンプをされるのに，瀬野川で足を鍛えられた

ということで，瀬野川を通して織田幹雄さんが成長されたと。 

 

（知 事） 

瀬野川の水の抵抗を使って訓練をされたのですか。 

 

（田 川） 

そういうことでなしに，土手でハイジャンプを繰り返されたというふうに聞いておりま

す。 

 

（知 事） 

河原で。筋トレではなくて，陸上でね。 

 

（田 川） 

それと，海田町の日浦山（ひのうらやま）がございますが，お酒は梅田さんの「本州一」

で船越の酒でございます。だけど，とにかく，若者が酒に離れていると，そういう時代に，

酒の文化は大変大切なことではないかと思います。１本の酒でみんなが仲良くなればいい
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のではないかと思って，そういう井戸と瀬野川をアレンジして，ちょっと無理な，解釈で

きないかもしれませんが，お酒にさせていただきました。 

 

（小 畑） 

ちょっと補足しますと，なぜそういうことをやったかというと，ものすごく七夕の絆が

あるんです。人と人の絆です。「おい，やろう」と言ったら，一つの方向にすぐ向くんです。

だから，５月にやって，10 月５日には「ＴＡＵ」へ出していただいた。それぞれに努力し

ていただいたのですが，その絆がものすごく強いです。そういう面でも今回早くできたの

ではないかという思いがあります。 

 

（知 事） 

なるほど。ありがとうございます。七夕祭りもそうだと思うのですけれども，このお酒

もですが，お二方ともお酒屋さんということはないですよね。違いますね。行政に頼まれ

たわけでもないですね。そういう意味では，全く御自身たちが自分にメリットがあるわけ

でもなく始められたということですが，七夕祭りそのものも，先ほどの様子なども拝見さ

せていただくと，なかなか準備も大変ですね。お酒の選定だとか，ラベルづくりだとか，

それをまた「ＴＡＵ」に持って行くとか，いろいろなこと，結構大変ですよね。どうして

ここまでやられるのでしょうか。 

 

（田 川）  

お酒と関係があるのですか，お酒屋さんと親戚ですかとか，そういうことをおっしゃる

のですが，私たちは織田幹雄さんという町民の宝を，私たちが生きているときに次の未来

の若者に恩返しがしたい。住んでいるところの住民が次々と成長させていただいたその恩

返しをすることが一番，織田幹雄さんという方に対してのそういう思いが強くて，お酒を

買ってくださるお店から，また七夕さんのときには，短冊を買うために１万円か５千円か

いただくと，「ほっぷ すてっぷ じゃんぷ」の織田幹雄さんの思いを書いたのに，また子ど

もたちが自分の夢を書く。皆さんからいただいたそういう真心にまた子どもたちが願いご

とを書く。それと，オリンピックもございます。織田幹雄記念杯もございます。そういう

思いで，「かいた七夕さん実行委員会」が先頭に立ってやっているのですが，皆さん一人一

人の御理解がないと，とてもではないですけれども，売れません。今，600 本ぐらい売れ

ておりますが，多いか少ないかというのは分からないのですが，県のおかげで「ＴＡＵ」

へ行けたというのが私たちの自信になって販売促進ができるのではないかと，このように

感じております。 

 

（知 事） 
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何というか，ラブ海田ですね。ラブ海田のお気持ちがこうやって前へ進めていらっしゃ

る。地元のことが好きだという人はいっぱいいらっしゃると思うのですけれども，実際に

七夕祭りをやるというのは相当自分の時間をお使いになると思うのです。お酒もこうやっ

て準備されて，これも相当自分の時間を使われると思うし，誰かがやってくれたらいいけ

ど，でも，御自分で出られる。そうすると，さっきお話の中にもありましたけれども，そ

れこそ酒造メーカーさんとか，県の職員とか，あるいは海田町の職員の方とか，あるいは

地域の皆さんの助けるというか，一緒にやっていく輪がだんだん広がっていったのだと思

います。 

実は，この前に昼食会があって，そこでも話題になっていたのですけれども，こうやっ

てお二方が動かれることによって，その輪が，ぽちゃんと池に石が落ちたら，波が広がっ

ていきますよね。この波の輪がどんどん広がっていって，そして，東京で今や「海田町」，

「織田幹雄」というのが出ていって，織田さんの息子さん，陛下の御学友がそれを御覧に

なって，また買い求められて，ひょっとしたら陛下のお口にものぼっているかもしれない

ですね。そうやって，考えるだけではなくて，何かアクションすることによって東京まで

輪が広がっていったということで，すばらしいことだと思いました。 

是非今後も地域の皆さんと一緒に御活動いただければと思います。それでは，田川さん

と小畑さんに改めて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② 

 

（知 事） 

それでは続きまして，「西国街道・海田市ガイドの会」のお二方を御紹介したいと思いま

す。会長の百本邦子さん，そして事務局長の乗重文夫さんのお二方です。 

百本さんと乗重さんは，江戸時代から宿場町として発展してきたこの海田市のまちなみ

をボランティアでガイドをされていらっしゃいます。これらの取組から，昨年の３月には

国土交通省が歴史や文化を今に伝える中国地方の街道という形で認定をしています「夢街

道ルネサンス認定地区」に西国街道・海田市が認定されました。 

今日の発表のテーマは，「時をつなぐ，人をつなぐ，地域をつなぐ」です。それでは，百

本さん，乗重さん，よろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（百本）） 

皆さん，こんにちは。会長の百本です。よろしくお願いいたします。 

皆さん，ほとんどの方が海田町にお住まいだと思うのですが，まず，順番に，海田町の

位置とか特徴について御紹介いたします。ＪＲ広島駅から東へ 10 分の地の利から，広島市

のベッドタウンとして昭和 56 年には人口３万人を超えましたが，現在は減少しておりまし
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て約２万 8,000 人の人口のまちでございます。 

主要産業は，陸上自衛隊第 13 司令団やマツダ関連の企業などで，南米，中国から働きに

来ておられる外国人もたくさんおられます。また，さっきの「ほっぷ すてっぷ じゃんぷ」

で何度も出てきましたけれども，昨年オリンピックがロンドンで開催されましたが，日本

人初の金メダリスト三段跳びの織田幹雄さんの出身地でもございます。 

この映像は，ガイドで一番の見所の千葉家でございます。蔵の右隣に見えます平屋の建

物は，上級武士や幕府の役人の休憩や宿泊に使用され，第二脇本陣的役割を果たした書院

造りの離れで，江戸時代中期の建築様式をそのまま残しております。また，代々幕府や藩

の重要な書状等を送る天下送り，宿送りを務めた家でもあり，平成３年に広島県重要文化

財に，また，庭は県の名勝指定を受けております。 

これは海田の昔のまちなみ風景の絵図でございますが，西国街道の宿場町海田市は，毛

利氏の広島城の開城とともに発展し，寛永 10 年，今から約 350 年前，参勤交代制度の確立

とともに，京都と下関を結ぶ西国街道の宿場町として栄えました。この絵図は明和元年ご

ろ，今から 250 年前でございますが，萩藩によって作成された西国街道行程記，行程記と

申しますのは現在のガイドマップに匹敵するものでございますが，行程記にあります海田

部分で，向かって左側が海田市村，右側が奧海田村となっております。 

海田部分で，現在より瀬野川の川筋が西寄りに，街道筋のすぐ近くを流れている様子や，

一里塚跡，明顕寺，お茶屋跡，熊野神社など，現在をほうふつさせる遺跡が描かれており

ます。 

また，尾張の商人菱屋半七は，旅行記の中で「海田市宿 人家八百軒 大型瓦葺 宿屋茶屋

商家多し」と宿の賑わいを紹介しております。 

 

（事例発表者（乗重）） 

ここからは，我々ガイドの会が平成 10 年 12 月からこの作業に入ったわけですけれども，

その立ち上がりから現在に至るまでを少し話させていただきたいと思います。 

この絵図は，2010 年 12 月に海田町役場の方からガイドを立ち上げないかという話が来

まして，我々15～16 名の者が手を挙げ参加したわけですけれども，そのときに，最初に海

田町内の中でどこをガイドして歩くのかという場所の選定ですとか，あるいは現実にそこ

へ行ってみるだとか，そういったことを 2010 年 12 月に始めております。 

次のこの図は少しデスクワークの部分ですけれども，まず，マニュアルをつくらなけれ

ばいけないということで，場所の選定はでき，現地にも行ってみて，マニュアルづくり，

現地でどういう話をするのかということを，その次の段階でやっております。 

できあがったのがこのガイドマップということで，現在，千葉家を中心として大体９ヵ

所ぐらいの場所を約２時間半の時間をかけて皆さんに御案内する。こういったガイドマッ

プをつくるという作業に入って，これが完成しております。 
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この図は，実際にガイドを始めたのは一昨年の４月からなのですけれども，いきなりお

客さんにガイドを始めるということではなく，事前に海田町内の皆様にモニターツアーと

いう名目で，我々が勉強する。実際にしゃべってみる。現地へ行って案内をしてみる。こ

ういったことをモニターを募って実際にやってみました。そして，アンケートをとってみ

ました。分かりにくいかと思いますけれども，概ねよくできたという評価を得まして，立

ち上げていっております。 

右は，中国新聞にそういったモニターガイドをした様子をとらえていただいております。 

そういったことが功を奏し，現実には一昨年の４月から第１回目のガイドを始めるとい

うことになっております。 

この図は，23 年度と 24 年度，一昨年と去年の２年間でガイドした実績でございます。

定期ガイドというのは，毎月第４土曜日に，皆さんから手を挙げて参加をしたいという申

込みが，これは実はいま現在は役場の企画課の方へ申し込んでいただいているのですけれ

ども，そういう定期に毎月必ずやりますというものが 23 年度は 11 回，115 人，随時ガイ

ドというのは，５人以上のグループを組んでいただければいつでもやりますと，こういっ

たものが 23 年度は 20 回で 389 人，合計で 23 年度は 31 回，500 名強という人員で実施し

てまいりました。 

24 年度は，同じように定期ガイドが７回，42 人，随時ガイドが 18 回，435 人，これは

４月から 12 月までの間でございますので，８ヵ月ですが，合計 477 名のお客様を案内する

という実績でございます。 

次の写真は，今日も県知事にこの場所，千葉家の座敷に上がっていただいて，座敷の中

で千葉家の過去のいきさつだとか，そういった話をこういう座敷に座った状態で話をさせ

ていただくという場面でございます。大体この千葉家だけで 30 分から 40 分ぐらい，２時

間半の中の時間を費やしております。 

次のこの写真は，大人の方だけではなく，実は海田小学校の生徒の皆さん，３年生だっ

たかな，３年生のクラスをこの千葉家の中に案内するということで，子どもさんにも興味

を持っていただこうと２時間半のコースを小学校の皆さんにも案内しております。 

この次の画面は，ガイドそのものとは直接関係ないのですけれども，今までのものを参

考にし，海田町のふるさと館で子どもに古民具の体験をしてもらう。昔使った道具を体験

する。ちょうどこの画面は背負子にわら・木を負った状態の体験をしているものです。ほ

かには，豆を挽いたり，洗濯をしたり，米をついてみたり，蚊屋の中に入ってみたり，そ

ういった体験することを我々ガイドの会がお手伝いをしてやっております。 

これは海田市の四つの小学校の３年生の児童の方と，市内の矢野と坂と中野，この三つ

の小学校の方も参加していただいております。 

次のこの写真は，清掃活動と書いておりますけれども，西国街道を我々ガイドの会が年

に数回，こういった清掃，ごみを集めて回る，こういった活動をしている写真でございま
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す。 

次は看板の写真でございますけれども，千葉家の裏の駐車場に我々がガイドをして歩く

状態の看板を付けていただいております。12 月末に完成しております。こういった看板が

千葉家の駐車場の裏と，海田市の駅の北口にも同じ看板が付けてございます。この看板を

見ながら，我々は最初にここを回りますという案内をするわけでございます。この写真の

左側に四角いものがありますけれども，これが先ほど話をしました「夢ルネサンス」と言

いまして，国土交通省が海田町のこのガイドをしている場所を認定しております。中国地

方で三十数箇所が認定されているわけですけれども，昨年，我々のガイドをして歩いてい

るところが，海田町が認定を受けております。 

この写真は，今の主な千葉さんだとか，あるいは明顕寺の前だとか，脇本陣の中だとか，

そういったところに昔からのいきさつを書いたものが上にございます。これは過去からご

ざいました。この 12 月に，この下の看板，矢印をして，例えばこの図面は千葉さんを中心

にして，左へ行ったら三宅さんや明顕寺に行きますよ，右へ行ったら脇本陣へ行きますよ，

何メートルありますよ。我々ガイドの者が付いていなくても，一般の方がその前に行った

ら，ここから右へ行けば名所があるんだな，左に行けばこういう名所があるなというのが

見えるという看板をこの 12 月末に付けております。 

我々は，ガイドをしていただくための方策としましては，こういった新聞に載る，これ

はたまたま読売新聞に載ったものですが，何回か新聞にとらえていただいております。テ

レビでも取り上げていただき，こういったＰＲ活動が，我々がお客さんを呼んでくる源に

なっております。 

また，広報で「かいじゅうネット」というページがあろうかと思います。この「かいじゅ

うネット」のページに必ず西国街道のＰＲを毎月させていただく。案内をさせていただく

ということを，広報を使ってＰＲさせていただいております。 

これも，ほぼ限界といいますか，段々と皆様に知れ渡っておりまして，次の我々の課題

といたしましては，こうして待っているという状態ではなく，ひとつもう一歩前に出てみ

たいということで，できれば自治会の各部署に我々自身が説明に行ったり，あるいは老人

会などに説明に行ったりということで，我々のガイドの方へもう一度来てみてくださいと。

あるいは広島市にも，各公民館にガイドマップを置かせていただいて，海田の案内をして

おります我々のガイドコースはこんなところで，海田にはこんないい場所がございますと

いうＰＲ活動を積極的にさせていただきたいと思っております。以上でございます。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。これまで２年間，今こちらは２年目の御活動ということで，

大体 500 人ぐらいの方々をガイドされているということですね。 

町内と町外の方は，どちらが多いですか。ガイドさんではなくて，お客さん，御覧にな
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られる方です。 

 

（乗 重） 

先ほどの案内にありましたように，定期ガイドはほぼ町内の方です。随時ガイドは，町

内の方と町外の方が大体半分ぐらいな状況です。 

 

（知 事） 

そうすると，町内でもまだまだ興味のある方がいらっしゃるということですね。また，

町外の方にもお知らせすることができるということですね。 

ちなみに，千葉家住宅に行ったことがおありの方はおられますか。半分ぐらいですね。

学生の皆さんは少ないけれども，ほかの方は結構行っていらっしゃる感じですね。私も今

日初めて行かせていただいて，お庭もすばらしいし，お風呂とか，トイレとか，設置とい

うか，おもしろいなというのを改めて感じて，こんなにきれいに残っているというのに本

当に驚きました。 

このガイドの会の皆さんも，まだ始まって２年ですけれども，皆さんボランティアです

ね。また，ラブ海田ではないかと思うのですけれども，そう思われませんか。ですね。 

千葉家住宅も今や町が管理しているし，町がやってくれればいいじゃないかということ

で放っておいたらそうでもないと思うのですけれども，そのラブ海田で，こうやって皆さ

んが動かれることによって，先ほどのマップとか，あるいはプレート，ああいう御協力が

いただけるようになった。ということで，人任せにしないで，自分が何かをやることによっ

てそういうところにつながっているのではないかと私は感じました。 

まだまだきっと町内の皆さん，特に若い子たちは町内の歴史も知らないですし，広島市

の人たちにも，こんないいところがこんな近くにあるということを知らない方はまだまだ

いらっしゃると思うので，是非これからも伝えていっていただければと思います。本当に

ありがとうございました。百本さんと乗重さんにもう一度大きな拍手をお願いしたいと思

います。ありがとうございました。 

 

事例発表③ 

 

（知 事） 

それでは，続いて広島国際学院高等学校吹奏楽部の宗利萌香さんと勝谷優紀さんにお願

いしたいと思います。 

皆さん御承知の方が多いと思いますけれども，広島国際学院高等学校の吹奏楽部は，広

島県の吹奏楽コンクールで 17 年連続で金賞を受賞されていらっしゃいます。全日本吹奏楽

コンクール中国大会でも８回金賞を受賞されていらっしゃいます。そういう意味では県内
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の本当にトップの吹奏楽部の一つであるということは間違いないです。 

そして，また海田町内の小・中・高，そして一般の吹奏楽団が一堂に会して「海田町ふ

れあいコンサート」というのを行われていらっしゃるのですが，そこへ参加いただいたり

とか，あるいはケアハウスなどに訪問演奏されるなど，地域に密着した活動を積極的に行っ

ていらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「吹奏楽を通して私たちが得たもの」です。それでは，宗利さん，

勝谷さん，よろしくお願いします。 

 

（事例発表者（宗利） 

広島国際学院高等学校吹奏楽部です。 

 

（事例発表者（勝谷） 

今日は私たちの日頃の活動を通して私たちが学んだこと，そしてこれから挑戦していき

たいことを発表したいと思います。 

 

（宗 利） 

発表を担当するのは，吹奏楽部２年クラリネットの宗利萌香と。 

 

（勝 谷） 

同じく２年コントラバスの勝谷優紀です。 

 

（宗 利） 

そして，クラブの部員たちも練習の合間を縫って応援に来てくれています。ありがとう

ございます。どうぞよろしくお願いします。 

私たち吹奏楽部は，少しでも多くの舞台を経験することをモットーに，年間 30 回近くの

演奏を行っています。2012 年の主な活動をここで少し振り返ってみます。 

１月は，吹奏楽私学祭と私学アンサンブルフェスタで，他校の吹奏楽部と交流を深め，

切磋琢磨するよい機会となっています。 

３月には，海田町の老人福祉施設「エバーグリーン」で私たちの演奏を楽しんでいただ

きました。歌って踊れる吹奏楽部として，ＡＫＢ48 を踊ったり，合唱を披露したりもしま

した。 

４月と 11 月には，広島駅の地下広場でミニコンサートを開きます。通りがかりの人たち

の足をどれぐらい引き留めることができるかというパフォーマンスの修行の場ともなって

います。 

11 月には，海田町ふれあいコンサートに出演し，町民の方々に少しでも楽しんでいただ
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けるような演奏を工夫しています。海田町は吹奏楽が盛んで，小学生から社会人まで 200

人近くの合同演奏は毎年名物となっています。 

そして，６月の定期演奏会では，これまでの練習の成果を存分に発揮します。約２時間

のプログラムで，クラシックからポップス，演歌，そしてゴスペル合唱や名物のタップダ

ンス，スタンドプレーで楽器を自由自在に操るパフォーマンスなどを披露しました。スタ

ンドプレーは約 80 名の部員の息を合わせなければいけないので大変です。スタンドプレー

の動きや指導は，顧問の先生ではなく，すべて部員の担当者に任せられているので責任重

大です。ときには，担当の生徒から厳しい駄目出しもありますが，よいパフォーマンスを

行うため必死で練習します。 

また，昨年は富山県で行われた全国高等総合文化祭に広島県代表として出場しました。

コープランドの『アパラチアの春』と，『Shall we dance? 』というタップダンスです。タッ

プダンスはこちらの黒いボード，ボードというかタップの板で演奏を披露しますが，あち

らにいるピンクの人が私です。カメラマンを担当されている背の高い男の子が後ろにいる

んですけれども，そちらの人と一緒にペアを組んで練習しています。ピンクとか青とか黄

色とかそういうカラフルな衣装なんですけれども，その衣装も家庭科の先生がつくってく

ださって，吹奏楽部に貢献してくださる方々がたくさんいるおかげで，こういう定期演奏

会とかたくさんの演奏会を開くことができて，私たちも楽しい演奏会をすることができて

います。 

 

（勝 谷） 

そして，何と言っても夏のコンクールです。毎年広島県のコンクールで金賞は受賞して

いますが，Ａ部門 43 校から上位４校しか中国大会へ出場できません。年々，広島県高等学

校のレベルは上がっており，ミスなく完璧な演奏をしても，上位に入れるかどうかという

のが現在の状況です。また，中国大会では５県より 21 校が出場し，２校しか全国大会に出

ることができない狭き門なのです。 

本校は 2007 年に初めて全国大会に出場しました。それ以来，全国大会に出場する機会を

得ていません。部員一同，全国大会を目指して休みなく練習を重ねているところです。 

今日は吹奏楽部の活動をいろいろとお話ししました。吹奏楽を通して，私たちはみんな

で力を合わせ，美しい音楽をつくりあげる難しさと楽しさを学びました。そして，何より

私たちの演奏を聴いて元気になってくださる方たちがたくさんいるということを知りまし

た。これからの目標は，全国大会へ出場すること，そして，金賞を受賞することです。そ

のためにも，日々，演奏の技術や表現力を磨き，仲間と一致団結していくことが必要だと

思っています。大変な道のりですが，あきらめずに挑戦していきたいと思います。そして，

まず中国大会を抜けて，その次の目標である全国大会に出場することを，あちらにおられ

る知事にお約束したいと思います。全国大会に出場が決まった際には，是非知事に御報告
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させていただきます。 

今日はお聞きいただき，ありがとうございました。 

 

（知 事） 

宗利さん，勝谷さん，ありがとうございました。今，お約束をいただきましたが，全国

大会に出る。広島県で優勝しても，必ずしも全国に行けるわけではないということで，大

変厳しい関門だと思います。甲子園で考えていただいたら，野球だと広島県で優勝したら

全国に出るのですけれども，さらにその次の関門が待っているということで，でも，夢を

持たないと挑戦はできないですよね。で，挑戦しないと，何も起こらないということでは

ないかと思います。なかなか大変だと思いますけれども，頑張りますか。 

 

（宗 利） 

頑張ります。 

 

（知 事） 

30 回演奏会があるというふうにお話されていたと思うのですけれども，30 回ということ

は，大体 10 日に一遍ぐらい演奏会があるということですか。 

 

（宗 利） 

１週間に１回というペースで，日曜とか土曜とかに本番があるので，それまでに練習と

いうか，曲をつくらないといけないので，すごく大変です。 

 

（知 事） 

すごいですね。ある意味でいうと，それぞれが本番だから，それぞれ手を抜くことがで

きなくて，さらに，こういう大きな大会の練習もして，クラリネットも吹いて，タップダ

ンスも踊る。結構大変な練習ですね。衣装合わせもしたり，いろいろなこともあるのでは

ないかと思いますけれども，あ，これですね。後ろの彼が，今，手を振ってくれています

ね。そしてこうやってみんなが高いレベルの目標に向かって進んでいくと，いろいろな人

が手伝ってくれる。家庭科の先生もそうだし，カメラマンの彼も，自分も吹奏楽部なんで

すよね。でも，カメラマンもやってくれると。いろいろなところで，いろいろな人を巻き

込んでやっていく。それは，やっぱり夢を持って，一生懸命頑張っていく姿があるからこ

そではないかと感じました。是非次の大会は，３年生で迎えるのかな。 

 

（宗 利）  

３年生はもう引退されているので。 
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（知 事） 

ではなくて，自分たちが３年生になって迎えるんですね。 

 

（宗 利） 

そうです。 

 

（知 事） 

高校の最後の総仕上げということですね。 

 

（宗 利） 

はい，そうです。 

 

（知 事） 

この会場の人みんな応援していますから，是非また頑張ってください。 

宗利さん，勝谷さんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございま

した。 

あと，今日，吹奏楽部の皆さんも来られています。吹奏楽部の皆さんにも是非大きな拍

手をお願いします。頑張ってください。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けれども，海田中学校２年生の椎名里歩さんと中

村幹生くんのお二人です。 

椎名さんと中村くんは，海田町国際交流協会が主催された平成 24 年度の海外研修に参加

されました。そして，この研修で韓国を訪問されたのですけれども，５日間の研修の間に，

現地の高校を訪問して，世界遺産宮島や海田町の紹介などを英語で発表されたということ

です。 

こういうことを通じて親善を深めたり，生徒の家庭にホームステイをするなど，様々な

交流を通じて文化の違いを学んでこられたということです。 

今日の発表のテーマは，「海外研修を経験して，今後に活かすもの」です。椎名さん，中

村くん，どうぞよろしくお願いします。 

 

（事例発表者（椎名）） 
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私は，今回の海外研修で多くのことを学び，また，たくさんの思い出をつくることがで

きました。その中でも特に勉強になったことについて話したいと思います。 

韓国に到着した第１日目には，ソウル市内のレストランで石焼きビビンバを食べました。

やはり本場韓国の石焼きビビンバはとてもおいしかったです。その後，韓国の新幹線ＫＴ

Ｘに乗り，釜山へ移動しました。ＫＴＸは日本の新幹線とは違い，同じ景色が長く見てい

られるくらいゆっくりでした。そして，釜山市内の龍頭山公園や国際市場を回り，釜山市

内のレストランにて韓国式焼肉の夕食を食べました。焼肉はサンチェに巻いて食べたりと，

韓国式の食べ方を学びました。日本では，焼肉のときに食べる野菜は有料ですが，韓国で

は食べ放題。また，日本の焼肉と言えば牛肉が主ですが，韓国では豚肉だということも分

かりました。 

２日目は昌信高校の人たちと交流をし，その後，生徒さんの家にホームステイをしまし

た。私は海田中学校のことを英語で説明する担当で，発表するまでとても不安でしたが，

皆さんがとても温かく迎えてくださり，とても熱心に聞いてくれました。 

私のホームステイ先では，毎日キムチが食卓に上がることを知り驚きましたが，日本の

お漬け物みたいな位置付けなんだなと勉強になりました。また，食事をほとんど高校生の

兄妹がつくってくれ，そのこと自体に驚きましたが，つくっていただいた食事もとてもお

いしく，さらにびっくりしました。私も早く１人で料理ができるようになりたいと思いま

した。 

そして，３，４日目は，釜山やソウル市内の世界遺産を見て回り，５日目にはロッテワー

ルド，南大門市場へ行きました。この研修で初めて外国の友達ができました。日本に帰っ

てからもメールのやりとりをしています。見たこと，体験したこと，感じたことは私の大

切な宝物となり，一生の思い出となりました。今回の海外研修で得たことを将来に活かす

ことができるように頑張っていきたいと思います。 

 

（事例発表者（中村）） 

僕は去年８月，海外研修に参加して韓国に行き，日常生活にはない貴重な体験をさせて

いただきました。その体験で感じたこと三つを発表しようと思います。 

一つ目は，ホームステイ先でのことです。ホームステイ先の家族とは基本英語で会話し

たのですが，いざ会話しようと試みると，とっさに出る言葉は少なく，あまりうまく相手

と意思疎通ができませんでした。自分のあまりにも役に立たない英語力には失望しました

が，あちらの家族がスマートフォンの辞書機能や分かりやすいゆっくりな英語を使い積極

的に話しかけてくださったので，どうにか会話することができました。コミュニケーショ

ンをとる喜びをひしひしと感じました。 

二つ目は，研修で訪れた場所など，韓国と日本の全体的な類似性についてです。建物や

生活様式などほとんどは日本とほぼ同じ感じでした。しかし，違うところもたくさんあり
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ました。日本よりもかなり物価が安いことや，夜，出歩いて安全なことに驚き，うらやま

しく思いました。ただ，トイレの下水処理やスペース，露店で売っている食べ物の食器の

扱いなどに関しては違和感が残る部分もありました。 

三つ目は，韓国の食事についてのことです。研修の中で韓国の伝統的な食事であるサム

ゲタンやトッポッキ，石焼きビビンバなどをいただきましたが，少し味か濃かったり，か

なり辛かったりしたので刺激的でした。そして，三度の食事にはほぼ 100％という確率で

キムチが登場しまくりました。なぜ韓国の人はこんなにもキムチが好きなのかと驚きまし

た。 

以上のことなどを海外研修で感じました。僕は日本と違う文化や同じ文化，コミュニケー

ション能力や英語の重要性など，たくさんのことを学ぶことができた充実した海外研修

だったと思います。これらを今度生活の中に活かしたいです。特に英語は，知っておくだ

けではなく，実際に会話で使えるようにすることが大切だと思いました。ありがとうござ

いました。 

 

（知 事） 

椎名さん，中村くん，ありがとうございました。実際に行ってみるのと，話で聞くのと

は随分違うということだと思います。韓国のことは知っているようで，いろいろ違ったな

とか，随分違うと思ったけど一緒だなとか，そんなことは感じましたか。 

 

（中 村） 

いっぱいありました。 

 

（知 事） 

さっきの焼肉の食べ方とか，焼肉店の野菜はただだとか，微妙に，同じようで違うんで

すね。牛肉だけじゃないとか。 

 

（椎 名） 

はい。 

 

（知 事 

キムチはおいしかったですか。 

 

（椎 名） 

おいしかったです。 
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（知 事） 

本当にこういうふうにいろいろな経験を，今，実は県でも，高校生ぐらいのときからグ

ローバルな経験をすることが大事だということで，全部の県立高校で，海外の高校と姉妹

提携をして，そこで交流して，そして，交換留学もするというプログラムを進めています

が，今，82 校中 40 数校，これまで姉妹提携が実現しています。これからも引き続きやり

たいと思います。 

こうやって行ってもらって，一つには，この海田町国際交流協会，今日関係者の皆さん

もおいでだと思いますけれども，すばらしいプログラムを海田町は提供されているなと思

います。先ほど海田町長も映っておられたので，町の支援もあるのですかね。本当にすば

らしいプログラムをやっていらっしゃると思います。 

その中で，しかも，ただ行くだけでなくて，こうやってしっかりと勉強して，違いや同

じところを理解してくれている中学生の皆さんというのは本当に頼もしい限りだと思いま

す。これからの海田町を担っていっていただけるであろうお二人，椎名さんと中村くんに

もう一度大きな拍手をお願いします。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となります。皆さん，す

ばらしい発表を本当にありがとうございました。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） 

ありがとうございました。今日も皆さんすばらしい発表をしていただきました。毎回，

この会をやっていて私は思うのですけれども，地域には本当にたくさんの方がいらっ

しゃって，そして，いろいろな地域の課題であるとか，あるいは活性化というのを，人ご

とではなくて，自分ごととしてとらえられて取り組んでいらっしゃる方がたくさんいます。

それは，皆さんそれぞれの立場や，あるいは職業や，違うのですけれども，自分ができる

ことをやっていらっしゃる。それが，先ほどの七夕祭りもそうですし，それからボランティ

アガイドの皆さんもそうですけれども，新たな輪を広げていく。つまり，何かいいな，こ

うしたらいいなというふうに思われるようなことがたくさんあると思うのですけれども，

それを，誰かがやったらいいのにとか，何でこういうことをやらんのかと言うだけではな
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くて，自分で自らやってみる。人に働きかける。そういうことが非常に大きな違い，それ

がこの海田町の中でも大きな違いを生んでいらっしゃるのではないか。 

海田町はあまり大きなところではありませんけれども，その分，皆さん方がお互いにつ

ながって活動されているというお話も聞きましたし，一歩前へ踏み出してやっていくとい

うことが積み重なって大きな違いを生んでいくのではないかと思います。 

広島県でも，「ひろしま未来チャレンジビジョン」というものをつくりまして，10 年後

の広島県はこういうふうにありたいなということをつくって，行政としてもいろいろな政

策を推進しています。その中で，実は「主役は県民の皆さんです」という考えがありまし

て，つまり，県ができることは限られていて，市民の皆さん，住民の皆さん，お一人おひ

とりがちょっとずつこの違うことをやっていただく。ちょっとずつ，一歩進んでいく。280

万人の県民の皆さんすべてにそれをやっていただいたら，本当にすばらしい広島県ができ

るのではないかと，私はこのチャレンジ・トークをやらせていただいて毎回感じることで

す。今日も，そういう意味ですばらしいお話を聞かせていただいて，私もまた勇気 100 倍

いただいたような気がいたします。 

今後の皆様の活動に今日のこの会が，少しでも何か変わっていくきっかけになって，さ

らに挑戦の輪が広がっていくことを期待したいと思います。 

本日は長い間，おつき合いいただきまして本当にありがとうございました。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

そして，もう一度，今日発表いただいた皆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。 

 

（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，フエイスブックによる情報の交流も行っております

ので，御来場の皆様も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。 


