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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ご挨拶を申し上げます。 

 

（知事（湯﨑）） 

皆様，こんにちは。今日は三連休の初日にもかかわらず，この会場がいっぱいになるぐ

らいたくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。 

この県政知事懇談会で呉に３回目にお邪魔しますけれども，私としても呉市民の皆さん

にお会いできて大変うれしく思っております。 

また，今回この会を開催するに当たりましては，小村市長をはじめとして，呉市役所の

皆様に大変お世話になっております。この場をおかりしてお礼を申し上げたいと思います。 

今，３回目と申し上げましたとおり，この県政知事懇談会は県内をずっと回っていまし

て，３巡目に入っています。それぞれ趣向が少しずつ違っていますが，今回のラウンドで

は，各市町で，それぞれの地域であるとか，学校であるとか，いろいろな挑戦に取り組ん

でいらっしゃる皆さんに発表していただくという会をやっております。今日，実際に発表

者の方に来ていただいておりますので，皆さんのお話を聞いていただくとよく分かると思

うのですけれども，本当にいろいろなところで，いろいろなことに取り組んでいらっしゃ

る方，すばらしい取組をされている方がいっぱいいらっしゃいます。そのお話に耳を傾け

ていただいて，元気をいっぱいもらうのがいつものパターンです。今日，是非皆さんもそ

うなってお帰りいただければと思っております。 

ちなみに，３巡目を合わせてこれまで 392 人の県民の皆さんのご意見，あるいは発表を

伺っております。これまでこういったご意見や挑戦の中身をお伺いしながら，そのご意見
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を味噌樽に詰めて，味噌のように発酵させて，県政の味付けに使わ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，今，本当にいいお味噌ができていると思っています。

広島県の力は本当にすごいと思いながら，県政にも役立たせていただいているところです。 

今日は４組の皆さんに発表いただきますので，これから少し長い時間，70 分ぐらいにな

りますけれども，よろしくおつき合いをお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願い

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ご紹介いたします。発表者の皆様は檀上にお上が

りください。それではご紹介いたします。 

はじめに，サツマイモなどの野菜づくりを通じた地域交流を実践されている，「おいもを

愛する会」代表の谷脇けいこさんです。 

続いて，「金曜日はカレーを食べよう」と呼び掛け，楽しいまちづくりに貢献をされてい

る「呉人応援団ハナ金カレー部」部長の小倉裕之さんです。 

阿賀まちづくり推進協議会の若者提案事業で「１日限りの阿賀学校」を企画・実施され

た呉工業高等専門学校専攻科１年の古屋智郷さんと廣長恵里菜さんです。 

地域へ貢献するため，手作りカレンダーを作成し，一人暮らしの高齢者へ配布をされて

いる呉市立川尻中学校１年の谷凌介さんと山本優香さんです。 

どうもありがとうございました。それでは，事例発表の皆様は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いたします。 
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事例発表 
 

事例発表① 

 

（知 事） 

改めてよろしくお願いいたします。今日事例発表していただく４組の皆さんは，地域や

職場，学校で積極的に活動して挑戦をしていただいている方々です。 

まずはじめに発表いただきますのは，「おいもを愛する会」代表の谷脇けいこさんです。 

改めて谷脇さんのご紹介をさせていただきますと，谷脇さんは「おいもでつなげよう地

域の輪」を合い言葉に，サツマイモやジャガイモをはじめとして，広地区で 100 年以上の

歴史を誇るキャベツ「広カンラン」，実は僕もこれは知らなかったのですけれども，「広カ

ンラン」は名産ということで，こういった野菜づくりを通じた地域交流を実践されていま

す。 

また，今年度は，白岳小学校の食育学習の一環として，子どもたちと「広カンラン」の

栽培をされて，立派な「広カンラン」が，ちょっとあそこにのぞいていますけれども，で

きたそうです。 

今日の発表のテーマは，「おいもちゃん・広かんらんちゃん・じゃがちゃんでつながろう

地域の絆」です。それでは，谷脇さん，どうぞよろしくお願いします。 

 

（事例発表者（谷脇）） 

よろしくお願いいたします。 

はじめまして。「おいもを愛する会」会長の谷脇けいこです。それでは，パワーポイント

を見てください。 

「おいもちゃん・広かんらんちゃん・じゃがちゃんでつながろう地域の絆」 

私たち「おいもを愛する会」は，広町を中心に活動をしております。呉市の人口が減少

する中で，子育て世代，さらに外国人住民が他地区より多く，地区内の小学校の児童が増

加しています。一方で，住民の高齢化が進んでいます。そのため，良好な子育て環境の実

現と高齢化対策が地区の課題となっております。 

こうした地区の状況を背景に，2004 年 12 月に「おいもを愛する会」を設立しました。「お

いもでつなげよう地域の輪」を合い言葉に，「地域交流・であい・ふれあい・おもいあい・

支えあい・愛・絆・人権・平和・なかま・つながりの輪」を築こうとする団体です。 

みんなで仲良くできたらいいなということで，「おいもを愛する会」を立ち上げたときは

６人でしたが，今では 80 人の仲間がいます。そして，北海道から鹿児島まで畑友達がいま

す。「ひとりぼっちは，さみしいよ～」，真ん中にいるのはおいもちゃんなんですけれども，
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ひとりぼっちで寂しくしているおいもちゃんですが，「サツマイモの苗を植えたらきっと

いいことがあるよ。」まず，はじめにサツマイモの苗を植えました。名田，白岳３丁目，白

岳ハイツ，東福浦，お話の好きな人，習字の好きな人，踊りの大好きな人，音楽の好きな

人，手芸の得意な人，いろいろな人が集まってきました。これは大空山から広町を眺めた

風景です。みんな一人一人輝いて生活できる幸せなまちづくりができたらいいなというこ

とで活動をしております。 

これは，第１回目の「ふれあい地域コミュニティ文化祭」です。最初は呉市広会館で開

催された地域コミュニティ文化祭の食の部で，おいも汁とかおいも御飯をつくって参加し

ました。 

これは，自治会連合会の吉井会長です。吉井会長は，設立当時からずっと支援してくだ

さっています。 

2010 年には，「おいもラブ・ステーション・プロジェクト」というプロジェクトを立ち

上げました。そして，「であい・ふれあい・おもいあい」を全国に発信しようということで，

「おいもを愛する会」会員で畑友達をつくろう。おいも育て隊，畑友達という募集をしま

した。そうすると，呉市に次々私も育てたいということで，最初は畑のない私たちはどう

したらいいのという質問もありましたが，20 ㎏の土の袋でもサツマイモができたんです。

畑じゃなくても，マンションに住んでいる人，アパートに住んでいる人たちも土の袋の中

で野菜を育てることができました。 

これは，広のフレスタの裏に新しく畑を自治会長さんが提供してくださいまして，「おい

もを愛する会」の畑ができました。ボーイスカウトの子どもたちがジャガイモの種芋を植

えている様子です。 

春にジャガイモを育てます。名田保育園の園児さんも畑友達になってくださいました。

ハート型のジャガイモが３年連続してできました。不思議でしょう。愛あふれる愛を持っ

て子どもを育てる。野菜も，愛を持って育てることで，こんなふうにハートのジャガイモ

が３年連続できて，みんなびっくりしました。 

なかよしラブステーションです。これは私が住んでいるところですけれども，みんなで

畑をつくっています。 

ボーイスカウトの皆さん，これはみんなが育てたジャガイモの収穫。収穫したジャガイ

モは，「じゃがちゃん祭り」，みんなでお祝いをします。フラダンス，レクダンス，ジャザ

サイズ，みんなで踊ったり歌ったり，楽しく１日を過ごします。 

呉市農業委員会会長の倉本さんが，毎年，サツマイモの苗を提供してくださいます。こ

のサツマイモの苗を子どもからお年寄り，みんなで植えます。畑友達にも配ります。そし

て，収穫したサツマイモで「おいもちゃん祭り」を開催します。呉フォーク村さんが歌っ

てくださったり，呉市には外国の方がたくさん住んでおられますので，ブラジルの方のリ
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ングイッサなども焼きます。とてもにぎやかで楽しいです。いつも 300 人ぐらい参加して

くださいます。 

この写真に写っている向こう側の方は，国際大学の橋本教授です。まちづくりで知り合っ

てから，ずっと支援してくださっています。こちら側に写っているのが窪田顧問です。広

会館の館長をされて，今年で「おいもを愛する会」は 10 年になりますが，ずっと顧問を続

けてくださっています。そして，相原センター長との出会いがありました。相原センター

長さんは，歴史にとっても詳しい方です。この方が，「谷脇さん，広で活動するなら，広カ

ンラン」。「広カンランって何ですか」ということで勉強をしました。おいもを愛する会で

一生懸命勉強しました。明治時代の話です。明治 17 年，広村を襲った台風。塩害で農作物

が育たなくなりました。畑が塩でやられて育たない。どうしたらいいでしょう。で，カリ

フォルニアに移住しておられた矢口さんが，カリフォルニアでも育っているキャベツを広

でどうでしょうということで，見事に育ちました。130 年の歴史のある広カンランを農業

振興課の方で管理されていますが，昨年から広カンランを相原センター長さんの声かけも

あって植えました。虫はつくし，とても難しかったですが，でも，できたらおいしくて，

この広カンランをおいしく食べる方法を考えて，広島ならお好み焼きというのがあります

が，簡単なお好み焼きをつくってみました。そしたら，とてもおいしくて，みんな喜んで

くれました。 

おいもを愛する会は手芸教室も開催していますが，私も胸に付けていますが，「おいも

ちゃん・じゃがちゃん・かんらんちゃん」が誕生しました。 

教育祭でも，成人式でも，おいも汁をふるまっています。今年も 400 人の成人の皆さん

においも汁を食べていただきました。 

呉市長さんとの「絆トーク」でおいもを愛する会の活動も聞いていただきました。呉市

長さんは 2004 年に「おいもを愛する会」を立ち上げてから，ずっとおいもちゃん祭り・じゃ

がちゃん祭りに激励の祝電をくださいます。 

畑でできた野菜でお花見料理教室も開催しました。 

そして，焼山ラブステーションの方がクッキーやケーキもつくってくださいました。 

この間，情報ステーション，テレビ出演もしました。広カンランを皆さんに知ってもら

おうということで，情報ステーションで広カンランを取り上げてくださいました。おいも

ラブステーションから愛を込めて野菜を育てること，そして子どもを地域の中で育てる，

愛情を持って育てることで，子どもも自分の可能性を引き出すことができる。畑の野菜だっ

て，やっぱり愛を込めて育てることで，いい野菜ができるのではないかということで，「お

いもを愛する会」では一生懸命つくっております。 

これは高野山ラブステーションですが，「じゃがちゃん祭り・おいもちゃん祭り」の歌を

プレゼントしてくださいました。おいもを愛する会の活動に参加することで，育児で悩ん
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でいたり，友達関係で悩んでいたりする子どもたち，大人たちが，どんどん，どんどん元

気になっていっています。 

広かんらんパワー！～広まちの絆・全国へ発進・発信～ということで，今年は広カンラ

ンを全国の畑友達にも宣伝していきました。 

そして，「広かんらんちゃんの歌」を「どれみちゃん」が作詞してくださって，「呉フォー

ク村」さんが曲を考えてくれているところです。 

今年はなんと広カンランを，今日も会場に来てくださっていますけれども，白岳小学校

５年生の皆さんとつくりました。とても立派にできましたので，後で見てもらおうと思い

ます。 

「おいもちゃん祭り・広かんらんちゃん祭り」を 12 月に開催いたしました。とても立派

な「カンラン」ができたので，子どもたちと一緒に料理をしました。 

今日は会場に子どもが来てくれていますので，子どもたちに「カンラン」の披露をして

もらおうと思います。おいもを愛する会，北海道から鹿児島まで友達ができました。そし

て，呉市にもたくさんのお友達ができました。その人たちとこれからもつながっていこう。

みんな大好き。広まち大好き。広島県大好き。呉市大好き。みんな大好き。愛情を持って

つながることで，夢がかなえられると信じています。 

それでは，白岳小学校の子どもたち，「おいもを愛する会」の会員も来ていますので，ど

うぞ前に出てください。 

県知事さんにプレゼントするんですね。 

 

（白岳小学校児童Ａ） 

姿勢，礼。僕たちは白岳小学校の５年生です。 

 

（白岳小学校児童Ｄ） 

９月においもを愛する会の皆さんと広カンランの苗を植えました。 

 

（白岳小学校児童Ｃ） 

暑い日も，寒い日も，毎日水やりを続け，こんな立派な広カンランができました。 

 

（白岳小学校児童Ｂ） 

１月においもを愛する会の皆さんに教えていただきながら，広かんらんちゃん焼きをつ

くりました。 

 

（白岳小学校児童Ｄ） 



- 7 - 
 

とても甘くて，おいしかったです。４年生にも大好評でした。 

 

（白岳小学校児童Ｃ） 

これからも白岳小学校では，地域の方々と触れ合いながら，毎年，広カンランをつくっ

ていきます。 

 

（白岳小学校児童Ｂ） 

頑張ります。 

 

（谷 脇） 

ありがとうございました。校長先生からも，来年もよろしくと言われています。頑張り

ます。子どもは地域の宝です。本当にこれからもつながっていきたいと思います。ありが

とうございました。これを湯﨑県知事に。これは，おいもを愛する会の畑でできた広カン

ランです。虫がつきやすく，とてもつくりづらいのですが，頑張りました。おいもちゃん，

じゃがちゃん，かんらんちゃんです。今日はありがとうございました。これからも頑張っ

ていきます。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

谷脇さん，本当にありがとうございました。今日は県政知事懇談会始まって以来，最も

派手な格好で続けたいと思います。ちょっとお伺いしたいのですが，谷脇さんはもともと

何をやっていらっしゃったのですか。このおいもを愛する会は 10 年前に始まったのですけ

れども，もともと何かお仕事とかは。 

 

（谷 脇） 

私は，実は白岳小学校出身なのですけれども，20 代のときに，「すみれ児童会」という

校庭開放，放課後児童会の先生もしていました。 

 

（知 事） 

それはボランティアではなくてね。 

 

（谷 脇） 

そうです。呉市の嘱託職員です。 

 

（知 事） 
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そうですか。では，子どもたちといろいろとかかわる仕事をされていたということです

ね。地元にずっといらっしゃって。 

 

（谷 脇） 

そうです。おぎゃーと生まれたときから地元にいます。 

 

（知 事） 

10 年前に，地域が高齢化しているとか，外国人の方が増えてつながりが薄くなったので

はないかということをなんとかしなきゃと思って，この「おいもを愛する会」を始められ

たということですね。 

 

（谷 脇） 

そうです。 

 

（知 事） 

2004 年に始まって，今年がちょうど 10 年ということですけれども，皆さんも今ごらん

いただいたと思うのですけれども，その間の活動ぶりを見ると，最初は６人で始められて，

今は 80 人のメンバーがいらっしゃって，おいもをつくるということだったのが，おいもだ

けじゃなくて，人の輪もどんどん育っていって，次にはまた新しい出会いもあって，広カ

ンラン，広が塩害でやられてしまったので，キャベツをカリフォルニアから。 

 

（谷 脇） 

そうです。 

 

（知 事） 

そういう地域の歴史まで掘り起こして，またこの広カンランの伝統を復活させる。細々

と，と言うと呉市に怒られてしまいますけれども，呉市のセンターで何とか保存栽培され

ていたのが。 

 

（谷 脇） 

そうです。農業振興課の方でずっと種を保管されていました。 

 

（知 事） 

それが見事に，今や小学生とか，みんながつくる広カンランになって，伝統復活ですよ
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ね。そうかと思いきや，手芸教室とか，料理教室とかも。 

 

（谷 脇） 

はい。しています。 

 

（知 事） 

広かんらんちゃんの歌までつくってね。 

 

（谷 脇） 

これは，おいもを愛する会の活動に参加したことで元気になったということのお礼にプ

レゼントしてもらいました。 

 

（知 事） 

成人式には，毎年おいもを愛する会の皆さんがつくられたおいも汁を食べていただく。 

 

（谷 脇） 

そうです。振り袖が汚れるから気になるのですけれども，「おかわり，おかわり」と言っ

て，本当に大好評です。あっという間になくなります。 

 

（知 事） 

すごいですよね。それで，小学生がこうやって地域の歴史も含めて勉強をして，おいも

を愛する会から広を愛する会という感じで，きっと地域が高齢化しているとか，外国人が

増えて困っているとか，不安だなと思われる方はたくさんいらっしゃると思うのですけれ

ども，谷脇さんのように，ただ思うだけでなくて，ちょっと集まってみよう。最初は，そ

んな大それたことをやろうということでもなくて，何かをきっかけにということでおいも

を選ばれたと思うのですけれども，要するに，おいもじゃなくてもいいわけですよね。 

 

（谷 脇） 

そうですね。私も，ここまでなると思わなかったのでびっくりです。本当に地域の皆さ

んの支えが大きいですね。本当に皆さんに感謝です。１人ではできないです。 

 

（知 事） 

そうですよね。そう言う方は皆さんそうおっしゃるのですけれども，やっぱり，ただ傍

観していたのでは何も起こらないけれども，誰かがそうやってちょっと一歩前に出て行動
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を始めることによって，本当にすばらしい地域の力がそこの中に集まってくる感じですね。

それによって，次の世代につながっていく活動になっているということで，本当にすばら

しい活動だと思います。谷脇さんも，普通の，と言うと語弊があって怒られるかもしれな

いけれども，普通の，広生まれの，広育ちの，普通の市民の方だと思うのですけれども，

でも，この市民パワーでここまで広がるという本当にいいお手本，見本ではないかと思い

ます。本当にありがとうございました。谷脇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。 

 

（谷 脇） 

ありがとうございました。このような場に出れる立場ではないのですけれども，本当に

ありがとうございました。本当に心から感謝しております。 

 

事例発表② 

 

（知 事） 

ありがとうございました。 

それでは，次にまいりたいと思います。次は，呉人応援団「ハナ金カレー部」部長の小

倉裕之さんにお願いしたいと思います。 

小倉さんは，旧海軍時代から始まって，現在の海上自衛隊でも洋上生活で曜日感覚を失

わないために金曜日にカレーを食べるという習慣，こういう習慣があるそうですが，これ

にならって，旧海軍のまち呉で「金曜日にはカレーを食べよう」とフェイスブック等で呼

び掛けて，楽しいまちづくりに貢献をされていらっしゃいます。 

フェイスブックには毎週 200 件の写真投稿が寄せられ，つまり，200 人以上の方が実際

にそれでカレーを食べて，それを写して送っていただいているということで，返信が追い

つかないほど盛り上がっているということです。 

今日の発表のテーマは，「海軍カレーの金曜日。『ハナ金カレー』で呉を盛り上げよう！」

です。小倉さん，どうぞよろしくお願いします。 

 

（事例発表者（小倉）） 

皆さん，こんにちは。昨日，カレーを食べた方。少ないですね。海上自衛隊では金曜日

にカレーを食べて曜日感覚を取り戻そうというのがございます。今でももちろん続いてい

ます。これができるのは，呉，佐世保，舞鶴，横須賀，横須賀はカレーで有名ですね。昨

年の広島県の「おしい！」ではないですけれども，「おしい！呉」にならないように，私た

ちが「ハナ金カレー」と勝手にネーミングを付けて，毎週金曜日にカレーを食べて，写真
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に撮って，フェイスブック等でアップしていこうということで立ち上げました。 

これがフェイスブックページです。「いいね！」が朝で 972 件でした。県が二千幾らです

から，そんなに変わらないと思います。今朝，本日の会のＰＲをアップしてきました。先

ほど見ましたら，約 230 件の方が見てくれております。 

ということで，アクティブメンバーは大体 200 から 400～500 の間で，日々アップしたの

を確認していただいているのが現状です。 

いつから始まったのか，ということですが，今回，この話をするに当たって調べてみま

したら，ツイッターで 2010 年 10 月８日にこういう記事が上がっていました。一番上，「金

曜日はカレーの日。海上自衛隊のある呉市でも，金曜日はカレーの日として盛り上げられ

ないのだろうか？」とアップしたのがスタートのようです。 

これからツイッターでいろいろ盛り上がりまして，スタートが 2010 年 11 月 26 日，フェ

イスブック上でアップして正式スタートです。 

これは１月 25 日のアップです。こういう感じで，毎週金曜日にしております。この１月

25 日は 111 件の投稿をいただき，カレーをもじってＣ－１グランプリと勝手に付けさせて

もらって，最多賞，日々連続賞，グランプリ，準グランプリ，特別賞３件ということで，

７名の方を毎週ネット上で表彰させていただいております。この週のグランプリは浜田さ

んという方で，高知の方ですけれども，毎週手の込んだカレー料理をアップされています。 

料理レシピを自慢する会ではございませんので，グランプリを出していますけれども，

カレーの味が付いたものなら何でもいいんです。かっぱえびせんでもいいですし，ポテト

チップスでもいいです。カレー粉をかけただけの人もいます。金曜日にカレーを思い出し

ていただければ，何でもいいです。こういう活動を始めております。 

これは，毎週グランプリをとったものを表紙にして並べています。左上が 72 回目のとき

です。日本全国，本当にいろいろなカレーがございまして，一番右は，多分三原に行かれ

たときのものです。ひな祭りとか，その週，その週で楽しいのをどんどんアップされてい

ます。左下の箱庭のようなすばらしい作品も出てきます。何度も言いますけれども，料理

コンテストではございません。これは，部長の私が勝手に独断で決めております。かわい

らしいとか，色映えがいいとか，特に時流に沿った作品に関してはグランプリの確率が高

いです。 

これがロゴですけれども，Ｔシャツにもあります。これには，実は「呉人応援団」とい

う頭が付いております。呉人応援団ハナ金カレー部ですけれども，ボウリング部というの

もあります。お酒を飲む会とか，ぐだぐだの会とかいろいろあります。団長は，皆さんご

存じの千福の三宅社長でございまして，左下にとっくりも出ていますが，昨年，清盛もあ

りましたので，これを一応ロゴとして使わせていただいております。 

活動としては，ネット上もですけれども，リアルな顔のつき合いも要りますので，2011
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年４月，みなと祭りです。このときに協力店を募りまして，チラシに協力店紹介をして，

チラシを配って，みなと祭りの中でブース出店をして，ＰＲしました。ブースで売るのは，

呉には細うどんという名物がありますが，あれをカレー味にして，パンの中に入れて，ピ

リ辛細うどん海軍カレーパンというのを勝手につくりまして，これをメインで，ブースで

販売しました。こういうリアルな活動もしております。みなと祭りのブースの様子です。

もともとはＴシャツにロゴがなかったのですが，今はこれになっています。 

その次が，７月の呉夏祭り。呉には，みなと祭り，夏祭り，食の祭典，亀山神社もあり

ますが，この辺が大きなお祭りなので，今度は夏祭りの日に，また新しい協力店を募って，

チラシをつくって，同じようにブース出店させていただきました。 

これは拡大したものです。第１号協力店が中央のほうにある「３PEACE」さんというお店

で，ここのお店を借りて第１回の顔合わせ会と会合を重ねて，たまたまそこのオーナーに

言ったら，協力するよということで，３PEACE さんが第１号の協力店ということで，ちょっ

と見えにくいのですが，ハナ金特典で，ここは金曜日にはミニサラダ，コーヒーもしくは

紅茶，大盛りから選べるというサービスがあります。という感じで，協力店が今は 26 店舗，

それぞれの店が工夫を凝らして，値引きとか特典を出していただくような形にしておりま

す。 

これがみなと祭りのブースです。よさこい祭りもありましたので，よさこいの踊り子さ

んたちも来てくれています。 

東北震災に関しても，部全体では行けなかったのですが，炊き出し支援というのがござ

いましたので，私と，正式部員がもう１人と，補助部員が２人ぐらいで，これはカレーだ

けではなくて，もみじ饅頭とかほかにもあったのですが，ここでも幟を立てて，横断幕を

して，「海軍さんのライスカレー」ということで，これはパンではなくてカレーライスを奉

仕させていただきました。 

山田屋さんとか，肉じゃがコロッケもございますね。東松島の２ヵ所でやらせていただ

きました。 

次が，くれ食の祭典という大きな祭りがありますので，こちらで 26 店舗統合したチラ

シをつくって，同様にブース出店しました。 

ハナ金カレー部というのは，もともとフェイスブックのツイッターのつながりなので，

呉でフェイスブックをしている方全員に声をかけて，120 人ぐらい来ていただいて，忘年

会を兼ねてやりました。呉で，僕の感覚ではアクティブなのが大体 300 から 400 フェイス

ブックをされているのではないかと思います。この 11 月の時点で 100 人，25 万人として

100 人以上というのは，威張るわけではないですが，この時期では日本で一番規模がでか

いはずです。九州がちょっと頑張っていますけれども，九州でも 200 人ぐらいでしたから，

ということで，呉は案外こういう世界は早いので，自信を持っていただければと思います。 
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ここら辺はハナ金カレー部の主要メンバーです。事務局というのが中央にありますが，

人の会社の事務所を勝手に事務局にして，郵便ポストにも書いていますが，ここを使って

懇親会もしております。会議場も兼ねております。 

昨年，「ももへの手紙」ということがありましたので，やっぱり僕らとしては応援しなけ

ればいけないということで，バスをチャーターして，20 人ぐらい，これだけの人数をそろ

えて，下蒲刈，御手洗の方へ行き，ツアーの観光地をめぐって，花見弁当を食べて帰って

来ました。これはＴＪHiroshima の方も同行していただいて，雑誌などにも取り上げられ

ています。 

今日も来られていますが，御手洗の方で商売をされている方がメンバーにおりますので，

「若長」というお店なのですけれども，そこをメインとしてこれをやらせていただきまし

た。 

また一緒です。２年目の活動ですけれども，夏祭り。真夏の中央公園で，ものすごく暑

い中やって，全然売れませんでしたけれども，ＰＲにはなったと思っております。 

これは亀山神社です。亀山神社の宮司が知り合いなので，強引にブースを貸してくれと

言ったら，３日前にＯＫが出て，急遽ブース出店をさせていただけることになりました。

ここでもハナ金カレー部として，カレーパンとカレーラスクを販売して，ＰＲしました。

夜の「よごろ」も，もちろんあります。 

ハナ金カレー部は国際的で，外国人の方も一緒に楽しく交流を深めております。 

食の祭典も同様に，カレーラスクとカレーパンをＰＲしております。 

ということで，昨年の 10 月 18 日が第 100 回の記念すべき大会でございまして，メンバー

の方が，さっきの投稿ではないですけれども，カレーで私の似顔絵をつくってくださいま

した。どっちがいいか分からないですが，これはその週のグランプリ賞にさせていただき

ました。 

高千穂大学というのが東京にありますが，川名先生，見ていますか。川名先生という先

生がおられますが，この方もハナ金カレー部のメンバーでございまして，その関係で学生

たちが 11 月 17 日にハナ金カレー部の部活にこれだけの数で参加いただいております。 

ということで，フェイスブックでずっとやってきたのですが，最終的にはデータがたま

りすぎますので，この１月 11 日にやっとホームページとしてまとめたサイトが立ち上がっ

ております。最近，１月 18 日には，試験シーズンということで，縁起のいいグランプリ

作品も出ております。 

ここら辺ずらっとありますが，これは全部素人の作品です。レシピにしてもいいぐらい

だと思うのですが，写真集で出しても売れるのではないかと思っています。フェイスブッ

クをされている方がおられましたら，「呉人」で検索していただいたら，私かこれか，どっ

ちかが引っかかってくるはずなので，そこで友達申請いただければ，部員になれます。部
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員には何の規制もございません。勝手に「いいね！」を押して投稿してください。できた

ら，僕に投稿したよと言ってくれたら，毎週 100 件以上，ハナ金カレー合格というコメン

トを返していますので，おかげさまで金曜日は夜に飲みに出ることができなくなりました。

本当にいろいろあります。かわいらしいのがありますね。 

これがハナ金カレー部の活動で，正式メンバーは，先ほど言ったようにいません。部員

の定義がございません。ここにいるメンバーも，よく動いているというだけで，部員の定

義はございません。「いいね！」を押したら部員でございますので，今，全国に 972 人の

方が部員ということで活動させていただいております。 

一応支部としては，山口支部，福岡支部，東京支部，江戸支部，先ほどの高千穂大学支

部の五つで活動しておりますが，支部長が１人いるだけで，あとのメンバーがどうのこう

のということはありません。特に呉の方，是非とも部員になっていただいて，金曜日には

カレーを食べようという運動をどんどん発信していただければと思います。以上です。終

わります。ありがとうございます。 

 

（知 事） 

小倉さん，ありがとうございました。さっきグランプリの中にも出ていましたけれども，

毎日カレーを食べている部員の方がいらっしゃるんですよね。 

 

（小 倉） 

そうなんです。これは広の方なのですけれども，名前を出していいのか，得田さんとい

う方なのですが，昨日現在，273 日連続カレー記録を継続中でございます。 

 

（知 事） 

なかなかすごいですね。カレーは確かに海軍と縁が深くて，もともとカレーはインドで

すよね。インドはイギリスが支配していましたから，そこ経由で日本に入ってきて，それ

は当然海軍が深くかかわっていて，栄養もよく，野菜も入っているし，肉も入っていると

いうことで食べられるようになったと私も聞いていますが，海軍ということで，呉がカレー

のまちであるというのは意外と外には知られていない。おしい！です。このハナ金カレー

部の活動によって，全国に支部が幾つでしたか。 

 

（小 倉） 

一応五つです。 

 

（知 事） 
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支部長１人だけですけれどもね。 

 

（小 倉） 

はい。 

 

（知 事） 

でも，今はこの時代ですから，フェイスブックとかツイッターとか，インターネットを

使って全国にカレーが，呉人応援団ハナ金カレー部ですから，これに参加する人は否が応

でも呉だということを認知されるわけですね。そういう意味で，呉がこのハナ金カレー部

によってどんどん，呉イコールカレーだと。肉じゃがもあると思いますが。 

 

（小 倉） 

肉じゃがは舞鶴に任せました。 

 

（知 事） 

それを言うと怒る呉の人がいっぱいいるのではないかと思いますが，こういう形で全国

に呉が広まっているのはすばらしいことだと思います。 

また，２年前にできた割には，ハナ金カレー部，呉で活動されている方もいっぱいいらっ

しゃいますね。 

 

（小 倉） 

はい。 

 

（知 事） 

何人ぐらいいらっしゃいますか。 

 

（小 倉） 

定義が難しいですね。私の個人的なフェイスブック仲間は 500 人ぐらいいるのですけれ

ども，呉だと 150 人ぐらいですか。さっき言った忘年会は 120 人でしたので，150 人ぐら

いいるのではないかと思います。 

 

（知 事） 

皆さん，カレーと言えば呉だと。呉のソウルフードはカレーと思いながら，毎週ね。 
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（小 倉） 

ソウルフードとは，とってほしくないんです。 

 

（知 事） 

違うんですか。 

 

（小 倉） 

金曜日にカレーを食べていただければいいのです。 

 

（知 事） 

失礼しました。趣旨を取り違えましたね。 

 

（小 倉） 

カレー料理は横須賀に任せていますので，料理としては。 

 

（知 事） 

料理としてはね。ただ，カレーを食べると。 

 

（小 倉） 

そうです。もともとは，土曜日に半ドンカレーでスタートしたみたいです。土曜日の曜

日の感覚。それが週休二日制になったので，ハナ金カレーになったみたいです。 

 

（知 事） 

そういうことなんですか。なるほどね。 

こういう言い方をすると怒られるかもしれませんけれども，融通無碍な感じが，自由な

感じですね。 

 

（小 倉） 

ゆるゆるです。 

 

（知 事） 

ゆるゆると。そうおっしゃいながら，ラブ呉という感じがしますが。 

 

（小 倉） 
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はい。もちろんです。 

 

（知 事） 

小倉さんをはじめとする皆さんから始まって，２年間でこういう大きな輪になって，カ

レーと呉をしっかりと結び付けて，皆さんが金曜日に，大体夕方でしょうから，同じ思い

を共有しながら召し上がっているということで，それがまた全国に広がっている。これも，

小倉さんをはじめとする人が，ちょっとやってみようというところから始まって，ここま

で来ているということで，すばらしい活動だと思います。 

このハナ金カレーを頑張っていただいている小倉さんとカレー部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。 

 

（小 倉） 

よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。呉は，洋食とか，肉じゃが，カレー，カツ，細うどん，呉冷

麺と，そんなに広いところではないですけれども，いっぱい特徴ある食べ物がある場所で

すね。その伝統をつかまえて，広めていただいているのではないかと思います。 

 

事例発表③ 

 

（知 事） 

それでは，次の発表です。呉工業高等専門学校専攻科１年の古屋智郷さんと廣長恵里菜

さんにお願いしたいと思います。 

古屋さんと廣長さんは，阿賀のまちづくり推進協議会の若者提案事業のメンバーとして

地域の課題を研究されていらっしゃいます。 

町並みから人口流出が続いていく現状に，地元を知って，郷土愛を深め，まちを元気づ

ける事業を検討されて，廃校を舞台とした「１日限りの阿賀学校」を企画されたというこ

とです。 

そして，それを昨年 12 月に実施されて，約 150 人の参加があったそうです。 

今日の発表のテーマは，「見つけよう阿賀の魅力～みんなの阿賀愛 up チャレンジ！～」

です。それでは，古屋さん，廣長さん，どうぞよろしくお願いします。 

 

（事例発表者（廣長）） 
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これから「見つけよう阿賀の魅力～みんなの阿賀愛 up チャレンジ～」と題して呉工業高

等専門学校の廣長と古屋が発表したいと思います。よろしくお願いします。 

私たちは，若者提案事業のメンバーの一員です。この事業は，阿賀のまちづくり推進協

議会が主催としている事業の１つで，阿賀に何らかのかかわりを持っている若者が阿賀の

まちを盛り上げる事業となっています。 

こちらのグラフを見ても分かりますように，阿賀の人口は年々減少傾向にあります。こ

のことから，人口流出や人口減少といった問題が発生しています。そこで，私たちはこの

問題の対策として考え，実施いたしましたのが，この「１日限りの阿賀学校」という企画

となっています。これは，昨年の 12 月 16 日に開催いたしました。阿賀のまちに住む様々

な世代の人たちに阿賀の魅力をアピールするものとなっています。 

おじいちゃんやおばあちゃんには，小さいころの阿賀での思い出を思い出してほしい。

また若い世代の方には，昔の阿賀を知ってもらいたいという思いから，幅広い世代の人た

ちが気軽に交流できる場を提供できないかと考えたところ，私たちは小学校が最適である

という考えに至りました。そこで，阿賀の歴史に関する授業や，阿賀の郷土料理を給食と

して振る舞い，また，阿賀の自然に触れる課外授業を行う。この授業と給食の疑似体験を

してもらうことで，阿賀の人たちが交流し，また，阿賀について様々なことを知ってもら

うことで地元愛を深めてもらう企画となっています。 

今回の企画は，阿賀にある延崎小学校というところで行いました。ここからは写真を見

ながら１日の流れを追っていきたいと思います。朝の７時にスタッフが集合し，準備を行

いました。私たち若者提案事業のメンバーは全員で 10 名ですが，この人数では企画を運営

していくことは難しいので，当日のスタッフとして，呉の学生さんに手伝っていただきま

した。 

朝の９時に受付が開始しました。今回は約 150 人の方に参加していただきました。 

この受付の際に，今回の企画で使用する手作りの教科書と名札を配付しました。ここに

現物がありますので，湯﨑知事に見てもらいたいと思います。 

 

（事例発表者（古屋）） 

続きまして，午前９時に市立呉高等学校の食物研究部の方と，あと調理選択者の方に協

力していただいて，給食づくりを始めていただきました。 

その１時間後の 10 時から実際に授業が始まります。150 名の人数になりましたので，ク

ラスを２組に分けて，それぞれのクラスで朝の会を開始して，そこで出席確認をとって，

あと日直の決定などをしました。当日は，私たち２人で各クラスの担任という役割をした

りしました。 

10 時半に実際にチャイムが鳴って，１時間目の授業が始まります。この１時間目の授業
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は，阿賀の歴史に関する授業なのですけれども，阿賀の歴史文化研究会の方に授業を依頼

して，授業をしていただきました。 

その１時間後に給食ができあがります。市呉の方が上まで持ってきてくださって，配膳

もしてくださいました。 

12 時から給食がスタートです。実際に阿賀の郷土料理ということでしたが，「のっぺ汁」

というものと「煮ごめ」を皆さんに食べていただきました。 

 ２時半から２時間目の授業ということで，自然に触れる課外授業なのですけれども，授

業のはじめに少し教室の中で兜山観音のお話をしていただいて，実際に兜山観音に行きま

しょうということで，皆さんと一緒に兜山観音まで登っていきました。 

そして，今回皆さんにアンケートをとらせていただきました。その結果，「満足」「やや

満足」を合わせて 90％を超える方に高評価をいただいて，自由意見などでも「またやって

ください」という意見もたくさんいただきました。 

私たちが行っているこの授業では，私たちが自分たちの住んでいるまちについて考えて，

そのまちのために動くという，とても新しい形のまちおこしになっていると思います。な

ので，ほかの地域でも応用できるのではないかと考えています。 

今後も，若い世代を対象にした「情島自然学校」というのを開催していきたいと考えて

います。 

これからも私たちは阿賀のまちの魅力をどんどんアピールできるように活動を続けてい

きたいと思っていますので，よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

学生さんだけに，学問的な，論理的な，整った発表をしていただきました。人口流出を

何とかしたいという気持ちからね。 

 

（古 屋） 

そうです。 

 

（知 事） 

ちなみにこれは授業の一環なのですか。 

 

（古 屋） 

いえ，授業の一環ではなくて，ボランティア。 

 

（知 事） 
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自分たちがやりたいと。 

 

（古 屋） 

阿賀支所の方からお話をいただいて，じゃあみんなで参加してみようということになり

ました。 

 

（知 事） 

今，拝見させていただいたのですけれども，阿賀の，これも自分たちで調べながらまと

められたのですか。 

 

（古 屋） 

元は，歴史文化研究会の方々がつくっておられたサンプルの資料があったので，それを

ちょっと編集して，教科書にしました。 

 

（知 事） 

今の発表もとても分かりやすかったと思うのですが，この中身も，今の献立のレシピと

か，その他，亥の子祭りとか，昔の阿賀で行われていた年中行事の記録の解説とか，本当

にいろいろ分かりやすくまとめられています。ラブ阿賀で，これだけ熱心にやっていただ

いたということで，人口は減っているかもしれないけれども，こういう若者がいたら阿賀

も大丈夫だなという，そういう感じですね。ありがとうございます。 

これからも是非ラブ阿賀，ラブ呉，ラブ広島県でいっていただければと思います。 

一つだけ聞いていいですか。お二人は，今，高等専門学校の専攻科の１年生ということ

で，高専は５年あって，その後専門課程が２年あるんです。要するに，あと１年で卒業と

いうことで，学士の資格が取れるんですけれども，卒業したら，どこで働きたいですか。 

 

（古 屋） 

私は，呉で働きたいと思っています。廣長さんも，ですよね。 

 

（廣 長） 

そうですね。私も広島から出ずに就職していきたいと。 

 

（知 事） 

無理矢理言わせていないですね。 
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（廣 長） 

そんなことないです。 

 

（知 事） 

ありがとうございます。こんなすばらしい若者が広島に残って，呉に残ってくれるとい

うことで，このお二人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。 

こういう若者の皆さんがいるというのは，将来，我々のすばらしい呉とか，すばらしい

広島県が連綿と続いていくのが感じられて本当にうれしいことだと思います。 

 

事例発表④ 

 

（知 事） 

それでは，最後の事例発表になります。呉市立川尻中学校１年生の谷凌介くんと山本優

香さんにお願いしたいと思います。 

谷さん，山本さんをはじめとする川尻中学校１年生の皆さんは，中学校で学習をした水

墨画の技術とパソコンを使った情報技術によって，手作りカレンダーを作成されました。 

そして，地域の一人暮らしの高齢者の方に手渡しで配って，日頃はあまり触れ合うこと

のない皆さんと交流を深めることができたそうです。 

今日の発表のテーマは，「カレンダーで貢献ダー」です。谷くん，山本さん，どうぞよろ

しくお願いします。 

 

（事例発表者（谷）） 

こんにちは。これから「カレンダーで貢献ダー」と題して，呉市立川尻中学校で取り組

んでいることを発表します。 

私たちは，川尻中学校１年生の谷凌介と。 

 

（事例発表者（山本）） 

山本優香です。 

 

（ 谷 ） 

よろしくお願いいたします。 

３年前に川尻町にある川が大雨の影響で氾濫し，土砂災害をもたらしたとき，災害復旧

ボランティアを行いました。そのとき，一人暮らしのお年寄りが困っておられる姿に気付
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きました。そこで，何かできることをしていこうということで，川尻町は筆が特産という

こともあり，水墨画を描いて，カレンダーを作成し，年末に配布する活動を始めました。 

それでは，カレンダーができるまでの流れを説明します。 

まず，野呂芸術村の先生に水墨画を指導していただき，１人４枚の水墨画を作成しまし

た。 

作成した水墨画は，全校で月ごとの人気投票をしました。今，スライドに出ているのは，

各月の優秀作品です。 

次に，パソコンを使ってカレンダーを作成しました。学校行事や川尻町の行事などを入

れたり，今回は初めて各月にお年寄りの方へのメッセージも入れました。例えば，「中学校

の体育大会があります。是非見に来てください」，「クリスマスを楽しみ，元気に年を越し

てくださいね！」などのメッセージを入れることで，お年寄りの方に思いを込めてつくる

ことができました。作成後は，グループごとに点検を何度も行いました。 

それでは，ここからの説明は山本さんにバトンタッチします。 

 

（山 本） 

水墨画をパソコンに取り込んでプリントアウトし，専用のパンチを使って１枚につき 30

個の穴空けをしました。そして，リングを通し，カレンダーが完成しました。４人グルー

プで１年分を作成したので，全部で 20 種類のカレンダーができあがりました。ですから，

水墨画とカレンダーはグループごとに違いますが，表紙には１年生 80 人で描いた 240 枚す

べての水墨画が載っています。さらに，水墨画の優秀作品を集めたベスト版もつくりまし

た。 

作成したカレンダーは，民生委員さんに協力していただいて配布します。そこで，担当

地区ごとに民生委員さんと打合せをしました。また，配布するに当たって，こんなときに

どうするかということなどをシミュレーションしました。そして，冬休みにカレンダーを

配布しました。 

それでは，配布してみての民生委員さんやお年寄りの声をビデオにまとめていますので，

ごらんください。 

【ビデオ上映】 

（山 本） 

これから主に二つのことにチャレンジしていきたいと考えています。 

一つ目は，カレンダー配りをきっかけにして，お年寄りの役に立つ活動に引き続き取り

組んでいくことです。カレンダー配布を初めて行った今の３年生は，「何でも屋」というこ

とで，昨年の夏休みにお年寄りのお宅に連絡を取り，草刈りなどを行いました。 

二つ目は，ボランティア活動をさらに充実させていくことです。川尻中学校では，川尻
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元気祭りの準備ボランティア，公民館講座ボランティア，秋祭り神社清掃ボランティアの

ような様々なボランティアを行っています。今年度は小学生にも呼び掛け，合同のボラン

ティアも行ってきました。今後もさらに充実させていきたいと思っています。ありがとう

ございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。さっきの古屋さんと廣長さんはラブ阿賀だったのですけれど

も，今度，谷くんと山本さんはラブ川尻で，向こうを張っていますね。最初は，災害の後

片づけの中で一人暮らしのお年寄りが困っているなと感じて，それを学校で取り組んでい

こうと，これは先輩が始められたのだと思うのですけれども，そこから水墨画，何と言っ

ても川尻は川尻筆で有名ですから，この伝統の筆を使って，そして，水墨画を勉強して，

自ら手作りで，さらにパソコンという今度は時代の最先端のものを使って，伝統と最先端

を組み合わせて，自分たちの手でカレンダーをつくってお年寄りに配る。メッセージがあ

りましたね。メッセージは今年から入れるようになったのですね。ちょっとずつ工夫して，

よくなっているということですね。 

お年寄りに配るのも，自分のおじいちゃん，おばあちゃんはともかくとして，普段ほか

の地域のお年寄りと触れ合うことは最近なかなかないですね。先ほどのお二人も，もとも

とは人口流出とかが問題というお話もありましたし，最初の「おいもを愛する会」でも高

齢化が心配ということで活動が始まったということでしたけれども，こうやって若い人た

ちがまたお年寄りとも触れ合いながら，地域のことも学びながら育っていくというのは本

当にすばらしいと思います。お二人もまたこれから頑張って伝統を引き継いで，後輩たち

に伝えていっていただければと思います。頑張っている川尻中学校代表のお二人，谷くん

と山本さん，そういう意味では川尻中学校の皆さんに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。 

【カレンダー贈呈】 

（知 事） 

ありがとうございます。 

 

（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。すばらしい発表を

本当にありがとうございました。 

 

 

閉  会 
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（司 会） 

それでは，ここで湯﨑知事に本日のまとめをお願いしたいと思います。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。私がまとめるまでもなく，皆さんお聞きになって本当によかっ

たと思っていただいているのではないかと思います。例えば今やっているチャレンジ・トー

クには挑戦という言葉があります。日常全く同じこと，昨日やったことと同じこと，簡単

なことをそのまま続けることはチャレンジとは言わないですよね。挑戦ということは，何

か難しいことに取り組むことをチャレンジと言うのですけれども，そのチャレンジという

のは，本当に難しくてできないようなことばっかりなのか，とてもチャレンジなんてでき

ないことばかりなのかと言うと，決してそうではないと思うのです。今日のおいもを愛す

る会にしても，おいもを植えることは誰でもできると思うのですけれども，ちょっと違う

のは，それをみんなでやってみようと。これでみんなで友達になっていこうということで

声をかけてやってみる。その勇気がチャレンジなのだと思います。でも，そんなの難しく

て誰もできないというチャレンジではないと思います。ちょっと勇気を出せばできること

ではないか。それはハナ金カレーとか，あるいは，学生の２組の皆さんの活動も共通して

言えることだと思います。 

いろいろな問題があります，大変なんですと思うだけでなくて，それに向かって，どう

しようか。自分の身の周り，学校とか，職場とか，あるいは地域とかでちょっとできるこ

とに実際に取り組む。意外と少ないのですけれども，実は，そういうことがきっとみんな

にもできる。ちょっと何かやってみる。それによって大きな輪が広がったり，大きく世の

中が変わっていく。一人一人がそういうことに取り組んでいけば，本当に明るい呉市，本

当に明るい広島県ができていくのではないかと思います。 

今日発表していただいた皆さん，本当に普通の日常生活を送っておられる皆さんだと思

いますけれども，こうやって自分たちのチャレンジを皆さんと共有していただきました。

本当にありがとうございます。発表者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。ありがとうございました。皆さんも今日お戻りになって，是非今日からでも，明

日からでも，何かできる小さなチャレンジに取り組んでいただければと思います。お疲れ

様でした。どうもありがとうございます。 

 

（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。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。 
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なお，ご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交流も行っております。

是非ご参加ください。 

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。 


