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３ 各モデル地区からの報告 

 
 

平成 26－28年度 子ども地域活動モデルづくり事業報告会 

 
 平成 27年 1月 17日、平成 28年 2月 20日、平成 29年 5月 14日（2月開催予定の平成 28年度活

動報告会悪天候のため振替）にモデル地区のメンバー、サポーター、関係者が一堂に会し、「子ども

地域活動モデルづくり事業報告会」を開催しました。 

 次世代定住の実現に向けて子どもによる地域活動の普及・今後の活動展開に向けて各モデル地区

のメンバーやサポーターが、日ごろの活動状況や活動を通じた気づき、成果、課題について報告し

ました。ここでは、その報告の記録をまとめて掲載し、どのような段階を踏んで子どもによる地域

活動が進められ課題と向き合い、組織作りを行ったのか、詳細に各モデル地区の状況に迫ります。 

（※報告内容は報告会時点のものです） 

平成 26－28年度までのモデル地区からの活動報告 

 ◆浜田市金城地区「かなぎパラダイス」（平成 26年度） 

  報告者：メンバー・サポーター 

 ◆吉賀町蔵木地区「くらぎライジングサン」（平成26年度） 

  報告者：サポーター 

 ◆益田市豊川地区「とよかわっしょい!!」（平成 26年度、平成 28年度） 

  報告者：メンバー 河野晴菜さん、竹田宥仁さん、竹田璃衣さん、小野翠月さん 等 

 ◆大田市中央ブロック「大田ＪＯいんつ♪」（平成26年度、平成 28年度） 

  報告者：メンバー、ＯＢ兼サポーター 大羽智之さん 等 

◆安来市島田地区「島田地区青少年健全育成協議会」（平成 26年度、平成 27年度） 

報告者：協議会 畑さん、委員 内藤なみさん、OB 安藤ゆうたさん 

◆安来市奥田原地区「結の里たーら」（平成 26年度、平成 27年度） 

報告者：コーディネーター 戸谷陽文さん、メンバー 加藤朱莉さん、 

石倉依里さん、福間雄斗さん、戸谷友美さん、戸谷優作さん 

◆雲南市吉田・田井・民谷地区「吉田・田井・民谷地区振興協議会」（平成 26年度、平成 27年度） 

 報告者：協議会 岡田さん 

※平成 26年度は東部 3団体まとめて報告 

報告者：島根県地域振興部しまね暮らし推進課担当者 

 ◆浜田市井野地区「いのっこクラブ」（平成 27年度、平成 28年度） 

報告者：コーディネーター 分石由紀江さん、メンバー 今浦孝輔さん、 

杉戸友奈さん、今浦千陽さん、杉戸心奈さん、分石晴夏さん 等 

 ◆邑南町矢上地区「邑南町を考える会」（平成 27年度、平成 28年度） 

報告者：運営幹事 吉田祐基さん、会長 柘植賢志さん 
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浜田市金城地区からの報告〈平成 26年度〉 

 

はじめに 

浜田市金城地区「アスレチックきんた」の報告で

す。よろしくお願いします。 

まず、最初の画面ですが、たかきびの収穫の画像

です。手には収穫したたかきびをもっています。人

数は少なかったのですが 5名の子どもが集まり、県

立大学生や地域住民も協力しながら行いました。ま

た、右上にあるのがいちごさんです。アスレチック

きんたの子どもたちが考えたキャラクターでいちご

山と書いていちごさんと読みます。 

 子どもたちに金城と言えばと聞くと、イチゴや山

と答えたのでつなげていちご山になりました。 

 

活動開始当初 

 これは事業開始時の当初の計画です。まちづくり

委員会との協働で、販売体験の実施、地域の観光資

源などを利用したＰＲ活動を基盤に子どもたちが参

画して行うというものでした。 

 ところが、昨年度末の段階で、まちづくり委員会

との連携は図れず、子どもたちの参加も低調で、活

動が低迷していました。そこで、まず子どもたちが

参加しやすい状況づくり、子どもたちの主体性が出

せるような活動を展開することとしました。 

 

作戦会議 

 週１回の作戦会議の実施、こどもマルシェをやっ

てみようということになりました。かなぎこどもマ

ルシェを子どもたちで名称を考え、かなぎパラダイ

スになりました。 

 子どもたちにはそれなりの見返りというか、モチ

ベーションを高めるために、ふれあいジムかなぎを

基地にしようというところで、週１回の作戦会議を

行って、ジムを準備し、子どもたちの憩いの場にな

ればいいと思っているところです。 
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まちづくり委員会の協力 

 そんな中、昨年の春に教育委員会金城分室の協力

を得て、雲城まちづくり委員会の皆さんと手を結ぶ

場を設けていただきました。 

 アスレチックきんたがどういうものか、何をしよ

うとしているかを知ってもらうことが一番の目的だ

ったのですが、まちづくり委員会と考え方が似たと

ころで、相互協力することを協議しました。具体的

には各種イベントでの出店協力、たかきびの栽培と

育成、収穫、販売、雲城地域への出店協力者への依

頼などです。 

 そのほかの状況ですが、役員会を定期開催し、各

公民館へのイベント参加、告知が行えました。 

 

活動が本格化 

 作戦会議も毎週行っています。学校行事と重なる

ことがあり、できないときもありますが、基本週１

回で行いました。たかきびの苗付と収穫も行い、各

種イベントでぜんざいやおにぎりの提供や販売を行

いました。これは苗付のＰＲちらしです。たかきび

が何かという説明もあります。健康食品の１つにな

っているみたいです。 

 県のモデル事業であることを、「雲城まちづくり委

員会も協力しています」というチラシを配布させて

いただきました。この事業の目的も書いています。 

 これは作戦会議の様子です。子どもの描いたキャ

ラクター「いちご山」もあります。女の子が積極的

です。これは、苗付の様子です。地域の皆様の支援

があるからできる活動です。 

 当日はたかきびでつくった団子をぜんざいにして

もらい、こんなものができるのだと子どもたちに分

かってもらえるように、まちづくり委員会の方に準

備していただきました。非常にありがたいことです。

それと、新聞にも記事にしてもらいました。 

 これは、収穫のときのようすです。背より高いき

びができました。ウォーキング大会での様子です。 

 



 

27 

 

ユニフォーム 

 ユニフォームをつくり、子どもたちは最初恥ずか

しがりながらも、ユニフォームをしっかり着て活動

しました。 

 料理をつくるのが難しかったけど、参加者に美味

しくぜんざいや団子汁を食べてもらって嬉しかった

です。 

 さざんか祭りでの様子です。販売のとき、全て売

るのは難しかったけど、楽しくできました。最後に

完売できてよかったです。 

 かなぎパラダイスの横断幕をつくりました。ふれ

あいジムかなぎでも、活動の様子をＰＲし、協力し

てくれる大学生もたかきびを使って１日カフェを開

催しました。金城だけでなく、市内にＰＲできたそ

うです。大学生メインの記事ではありますが、まち

づくり委員会やかなぎパラダイスの活動が波及され

た様子が分かると思います。これは大学生のカフェ

の新聞記事です。 

 

見えてきたこと 

 この活動に関わってみて、子どもたちの人数が少

ない割に積極的に事業に参加してくれたのはとても

よかったです。たかきびをとおして、様々な人の協

力やつながりがもてたのはよかったと思います。次

年度以降の活動も非常に楽しみです。多団体との進

捗状況や盛り上がりを比べると、担当者として心苦

しい面がありましたが、他地域を真似るのではなく、

常に地域性や状況なども考慮して活動を展開できた

のはよかったです。その結果、地域を知るよいきっ

かけともなりました。この活動を今後も続けていけ

るよう、日々の活動、地域との連携を強化していき

たいです。 

 

成果と課題 

 これまでの成果、今後の展望、雲城まちづくり委

員会と協働し、ともに活動が行えたことが非常によ

かったです。今後もこの関係を大切にし、継続的に

末永い活動にしていきたいと思っています。 
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 この活動が行えるのも、子どもたちのやる気や

気持ちがとても重要です。モチベーションが保て

るよう、放課後遊び隊という活動も充実させたい

です。子どもたちが地域を知り、地域を愛する気

持ちが醸成できるような活動を展開したいです。

自立した運営がなされるよう、活動の定着と遊び

隊参加者の増を図りたいです。 

 

活動のこれから 

 来年度以降の取り組み、多団体との関係性の強

化、子ども体験事業として「たかきび」をキーワ

ードとし事業を継続していく。各種イベントで、

定期的に出店できるようシステム化、スタッフの

確保を図り、たかきびをＰＲしていく。放課後遊

び隊参加者の増加を図るために広報活動等を積極

的に行う。今小学生がメインです。小学校を卒業

し中学生になるのですが、子どもたちとの関係を

強化していきたいです。来年はかなぎパラダイス

にＷｉｉを設置したいと思います。 

 以上で金城地区アスレチックきんたの報告を終

わります。 
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吉賀町蔵木地区からの報告〈平成 26年度〉 

はじめに 

 実は今日中学生 4人が来て報告することになっ

ていましたが、入試が今日あるということで大変

残念ですが来られません。むさくるしい２人です

がよろしくお願いします。 

 子どもたちから発表の原稿を預かってきまし

た。これを代読するかたちで報告とさせていただ

きます。よろしくお願いします。 

 

くらぎライジングサン 

 僕たちは蔵木地区の「くらぎライジングサン」、

通称頭文字をとりまして、ＫＲＳというメンバー

です。僕たちの蔵木地区は吉賀町の西の端にあり

ます。蔵木地区の人口は 737 人で、世帯数は 338

です。その中に僕たちの中学校があります。全校

生徒は 18人で、勉強に運動にと、全てのことに全

員で挑戦する小さな学校です。 

 

1年目の活動 

 それではＫＲＳの活動について報告します。 

 蔵木地区には春にカタクリ祭り、初夏に水源祭

り、秋にひがん花祭りという大きな三つの祭りが

あり、県の内外からぞれぞれの祭りに 500人から

2,000 人という多くの人が集まります。私たちも

昨年のひがん花祭りを前に話し合いをした結果、

祭りで何かしてみようではないかということにな

りました。みんなで集まり話し合った結果、メン

バーの家に綿菓子をつくる機械があったので、綿

菓子の店を出してみようではないかということに

なりました。祭りの実行委員の人に話したところ、

快く受け入れてもらいました。事前に出店に向け

ての話し合いをし、綿菓子の値段や担当を決めた

り、祭りの実行委員会の人と打ち合わせをしたり

して、ひがん花祭りに初めて私たちの店を出して

います。初めは少し恥ずかしいところもあったの

ですが、とても楽しく、次の祭りでも何かやって

みたくなりました。 
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 祭りが終わり数日後に反省会をしました。そし

て、よかった点悪かった点について話し合いをし

たところ、多くの意見が出され、その意見を次に

生かしていこうということになりました。祭りの

あと、公民館長（私のことです）から提案があり、

私たちの子ども会をつくろうということになりま

した。 

 

くらぎライジングサンの結成 

 今年 2月 8日、大雪の中、既に玉湯町でたまめ

んという会を結成し活動しているところに視察交

流に行ってきました。ここにおられる豊川の皆さ

んとも一緒になっています。 

 そこでたまめんの皆さんから話を聞いたとこ

ろ、いろいろな活動をしておられる。私たちが子

どもの会を結成することに、非常に参考になりま

した。 

 早速玉湯からの帰りのバスの中、私たちのチー

ムをつくり、チーム名を何にしようかと話し合っ

た結果、蔵木に日を昇らそう、照らそうというこ

とで、「くらぎライジングサン」、通称ＫＲＳが候

補にあがりました。そして3月に会議をし、「くら

ぎライジングサン」、ＫＲＳが正式に結成され、私

たちがデザインしたユニフォームもできました。 

 

カタクリ祭り 

 ＫＲＳが結成されて初めての祭り、カタクリ祭

りが 3 月 30 日に開催されるとのことで、その祭

りにも店を出そうとみんなが公民館に集まり、話

し合いをしました。その結果、綿菓子は機械の掃

除が大変なので、たまめんで見たポップコーンを

つくってみようではないかということでみんなの

意見が一致しています。 

 しかし、私たちはポップコーンなどつくったこ

ともなく、事前に地区の人に手伝ってもらい、調

べてきたメモを見ながら、わいわいにぎやかに、
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塩味とキャラメル味の 2種類を試作し、試食しま

した。手づくりポップコーンは少し焦げたり味が

偏ったりで改良点を残しましたが、何とか美味し

く出来上がりました。そして、祭りの前日、やは

り地区の人に手伝ってもらい、2 種類のポップコ

ーン 170個をつくり、翌日の祭りを待つばかりに

なりました。 

 祭りの当日はあいにくの小雨模様で、いつもの

年より人手が少ないとのことでした。せっかくつ

くったのに、売れ行きが心配されましたが、お陰

様で 170個のポップコーンは完売しました。 

 

水源祭り 

 6月 15日、清流日本一の高津川の水源で行われ

る水源祭りがありました。ここでも、地区の人と

一緒に前日にポップコーンを 200個つくり、祭り

に店を出しています。午前中は売れ行きはよかっ

たのですが、午後になると落ちてきて、とても完

売する状態ではなくなりました。そんなとき、祭

りの実行委員の人に、在庫を出すよりは、半額で

もいいから売った方がいいのではないかとアドバ

イスをしてもらいました。お陰で 200個のポップ

コーンを完売することができ、物を売る、商売の

方法を勉強させてもらいました。 

 また、水源祭りでは、雨乞い神事が行われ、私

たちＫＲＳの仲間 3人が雨乞い神事の衣装を身に

まとい、藁で編んでつくった龍を大人の人と一緒

に町内をかついで回り、龍とともに池に飛び込み、

勇壮な姿を披露しています。 

 ちなみに子どもが龍をかついで池に飛び込んだ

のは今回が初めてだそうです。 

 水源祭りの反省を終えたとき、実行委員会の会

長さんから、とてもよかったとお褒めのメッセー

ジをもらいました。 

 

ひがん花祭り 

 今年 9月 20日、21日にあったひがん花祭りに、

前回は中学生としてでしたが、今回はＫＲＳとし

て、揃いのユニフォームで参加させてもらいまし

た。 
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 ここで、20日に 170個のポップコーンをつくる

ところを、地域の人との連携がとれてなく、250個

もつくってしまいました。 

 21 日だけ販売予定のところを急遽つくりたて

のポップコーンを 50 個現場にもっていき販売す

るというハプニングがありましたが、結局ポップ

コーン 250個を完売しています。 

 そして、この祭りが終わったあとも、反省会で

実行委員会の人に昨年よりもみんな人間的に大き

くなったと褒めてもらいました。 

 

活動を通じて 

 僕たちは、いずれの祭りでもみんなが積極的に

参加し、自分たちが出店した店ばかりでなく、他

の店の手伝いをしたり、終了後は祭りのあと片付

けの手伝いをしたり、スタッフの一員として、ま

た実行委員会からもスタッフの一員として受け入

れてもらえる活動をしています。 

 これからも自分たちからやりがいをもって積極

的に地域に貢献していき、地域を元気にしていき

たいと思っています。 

 今後の課題としては、各祭り準備段階から参加

し、本当のスタッフの者として貢献していきたい

と思います。 

 そして、このＫＲＳとしていつまでも続けてい

けるように、新しいメンバーに加入してもらうこ

とと、僕たちが中学を卒業し、高校へ行っても、

ＫＲＳがいつまでも続き、大きくなるようにＫＲ

Ｓメンバーとして時間の許す限り参加させてもら

い、バックアップしていきたいと思います。 

 以上代読しました。ご清聴ありがとうございま

した。 
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大田市中央ブロックからの報告〈平成 26年度〉 

はじめに 

 これより「大田ＪＯいんつ♪」の活動について

紹介させていただきます。どうぞよろしくお願い

します。 

 2年目を迎えた「大田ＪＯいんつ♪」の活動は、

3 月の大田まちセンまつりへの出店から始まりま

した。当日は、中学生がポテトフライを販売し、

高校生はオリジナル写真入り缶バッチの販売をし

ました。お芋博覧会に次いで 2回目の出店だった

ので、メンバーも余裕をもって活動に取り組み、

来場された皆さんにも明るく元気に対応でき、和

やかな雰囲気での活動となりました。その後、ま

ちセンまつりへの出店の様子を見た地域の方から

次々とイベントでの活動依頼をいただくようにな

りました。 

 

高校生の引退、中学生の結束 

 4 月になると、今までリーダーだった高校 3 年

生は、受験のため活動の継続が難しくなり、引き

継ぎ会後引退しました。しばらくの間、中学生だ

けの活動が続きましたが、結果として中学生同士

の意欲や団結力を深めることになりました。 

 これは中学生だけが集まったときのミーティン

グの様子です。この日は、「大田ＪＯいんつ♪」の

キャッチフレーズを考えようということで、みん

なで意見を出し合い、大田市への思いを黒板に書

き出しました。 

 大田の未来を照らそう「大田ＪＯいんつ♪」地

域でエンジョイ「大田ＪＯいんつ♪」地域の架け

橋「大田ＪＯいんつ♪」など、様々なキャッチフ

レーズとともに、中学生としての地域への思い、

考えを発表しました。 

 

活動開始！依頼が入る 

 5 月には、空き店舗が多くなった商店街の賑わ

い創出イベント、だるま通りマルシェへの出店の

誘いを受けました。中学生だけの活動になりまし

たが、メンバー全員が意欲的に話し合いを行い、
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出店に向けて準備を進めました。企画、準備、販

売、会計、接客、片付け等みんなで助け合い、協

力しながらの活動でしたが、明るく笑顔で活動に

取り組むことができ、商店街の皆さんから大変喜

んでいただきました。 

 6 月には市民の祭り、天領さん実行委員からの

依頼で、お化け屋敷の企画、運営全てを「大田Ｊ

Ｏいんつ♪」でやってみないかと声をかけていた

だきました。 

 このときから大田高校の新生徒会執行部を中心

としたメンバーが加わり、一緒にお化け屋敷の企

画をすることになりました。 

 どんなお化け屋敷にするか、中高生が 3グルー

プに分かれ、グループごとにワークショップを行

いました。みんなアイデアを付箋に書き出し、そ

れぞれの意見を模造紙にまとめ、グループごとに

発表し、一番いいお化け屋敷の企画を採用しまし

た。 

 また、チラシ作製、看板づくり、衣装づくり、

小道具準備など、みんなの得意分野を生かしなが

らそれぞれの役割に分かれ、準備を行いました。

自分が得意とすることを生かしての活動だったの

で、みんな自信をもって取り組むことができまし

た。 

 そして迎えた本番、自分たちで考えた恐怖を演

出した会場レイアウトや音響、不気味な小道具な

ど、みんなのアイデアを結集した和洋折衷お化け

屋敷「大田ＪＯいんつ♪の館」がオープンしまし

た。ちらし配布の効果もあり、オープンと同時に

長蛇の列ができるほどの大盛況で、子どもたち、

親子連れなど総勢 615名の来場者がありました。 

 また、お化け屋敷を楽しんだあとは綿菓子屋さ

んでほっと一息ついてもらおうと、綿菓子の販売

も行いました。綿菓子を買い求める大勢の子ども

たちでにぎわい、余りのお客さんの多さにかなり

手も疲れましたが、仲間と交代しながら頑張りま

した。天領まつりお化け屋敷をやり遂げたことで、

メンバーは自信を深めることができました。メン

バーも徐々に増えており、現在は中学生 21名、高

校生 22名の 43名で活動を行っています。 
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お芋博覧会 

 昨年度から始まったお芋博覧会を計画するお芋

開発プロジェクト実行委員会には 4名の中高生が

実行委員として参画させていただき、委員の皆さ

んと一緒に企画提案を行いました。また、「大田Ｊ

Ｏいんつ♪」の農業体験クラブとして久利町の休

耕地を借り入れし、地域の農業支援団体の方から

支援をいただきながら、お芋博覧会販売用の野菜

の栽培にも取り組みました。 

 この博覧会で販売するサツマイモを使った商品

の試作品づくりやお芋博覧会ＰＲ用のテレビ収録

も「大田ＪＯいんつ♪」のメンバーで行いました。

画面に向かってセリフを言うのはすごく緊張しま

したが、よいコマーシャルができたと思います。 

 お芋博覧会当日は、「大田ＪＯいんつ♪」の活動

報告を中高生一緒になって紹介し、中高生の地域

への思いをメッセージとして伝えました。また、

中高生と地域の人が一緒になってサツマイモ入り

餅つきに挑戦し、イベントを盛り上げることがで

きました。ポテトフライの販売や野菜の販売など

昨年度に引き続き好評でした。また、今回は金城

町からかなぎパラダイスさんにも出店していただ

き、他地区とも交流を図ることができました。 

 

様々なボランティア活動 

 「大田ＪＯいんつ♪」はこのほかにもボランテ

ィア活動として、小学生の親子活動「自然たんけ

ん隊」にもスタッフとして参加し、小学生の遊び

指導や安全な見守り、準備、片付けなどに取り組

んでいます。また、大田警察署の依頼で、「犯罪が

ない安全で安心なまちづくり週間」の活動の一環

で、イオン大田店の入り口で特殊詐欺被害防止の

キャンペーンのチラシ配りのボランティアも行い

ました。最初はなかなか大きな声が出ませんでし

たが、みんな次第に大きな声が出るようになり、

買い物客らに 300 部のチラシを約 30 分で配り終

えました。初めての体験で最初は緊張しましたが、

自分たちの活動で少しでも被害者が少なくなって

ほしいと思います。これからも機会があればこの

ような活動に積極的に参加したいと思います。 
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高校生メンバーから 

 ここで、今日は学校行事のため参加できなかっ

た高校生の中心メンバーである安藤さんのメッセ

ージを一部紹介します。 

 「大田ＪＯいんつ♪」の活動に参加して気づい

たことがあります。それは、大田がいろいろな意

味で本当に美しいまちであるということです。自

然環境は豊かであり、田舎ながらもまちは活気に

満ち溢れ、人々は温かく親切であり、大田の魅力

に直接触れることができたような気がします。「大

田ＪＯいんつ♪」の活動は大田の魅力に直接触れ

ることができる貴重な体験の場となっています。 

 

活動を通じて 

 自分たちも安藤さんと同じ思いです。いつも温

かく、親身になって面倒をみてくださる地域の皆

さんにはとても感謝しています。皆さんのために

も「大田ＪＯいんつ♪」はたくさんの仲間と楽し

くつながりながら、少しでも大田の街が元気にな

るように活動を頑張ります。以上で発表を終わり

ます。 
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大田市中央ブロックからの報告〈平成 28年度〉 

はじめに 

僕は今島根大学の教育学部に通っています、大

羽智之と言います。早速それでは大田 Joいんつ♪

の活動紹介の方をさせて頂きたいと思います。 

 

活動報告 

まず大田 Jo いんつ♪の名前の由来についてお

話しします。大田 Joいんつ♪ではまず団体を立ち

上げる時に大田の人又は島根県内の人を皆で一緒

に楽しく、そして人と人を繋ぐ・人と人を繋げる

役目を僕たちが担いたいなという思いを持って結

成されました。そのため、楽しいという意味の英

単語「ジョイ」と繋ぐ・繋がる、人との繋がりを

意味する、「ジョイント」という二つの意味を兼ね

て大田 Jo いんつ♪ということで表現をさせて頂

いています。 

それではここからは実際に大田 Jo いんつ♪の

活動の内容に沿って紹介をさせて頂きたいなと思

います。まず大田 Joいんつ♪は中高生の主体とな

って活動する団体なので、中高生の地域ボランテ

ィア募集ということでこのようなチラシを毎年配

布させて頂いています。地域の中学校や高校に配

布し、又は友達同士で呼び合って、少しでもまず

は参加してもらうということを特に意識してメン

バーを募集しています。 

また、チラシには、島根大学のサポーターと一

緒に、というふうに書いてあります。僕自身も島

根大学の学生なんですが、島根大学は COC事業（平

成 25年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業（大

学 COC事業）」採択）に取り組む、地域と繋がる・

地域と人のコミュニティーの中心となる存在とい
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うことをスローガンに掲げている大学であるの

で、島根大学の学生を招いて、実際にこの大田 Jo 

いんつ♪の活動支援にあたってもらうということ

をしています。なので、大田 Joいんつ♪は中高生

を主体として大学生、又は公民館の方々、大人の

方々が支援にまわって頂くという形でメンバー構

成されています。 

まず大田Joいんつ♪の主な活動としては年に2

回ほど、大きなお祭りがあるんですが、それに向

けて約月に 1回、あるいは月に 2回程度のミーテ

ィングを行っています。ミーティングでは、その

イベント・お祭りでどういったことをするのか、

どんなことをしたいのかっていう話をし合った

り、又はメンバー募集であったり、来年度の活動

であったり、色んなことを 1回のミーティングで

話し合いをしています。 

 

地域のお祭り 

先ほど言った大きなイベントの 1つがこちらに

ある天領祭りという地域のお祭りです。天領祭り

というのは、大田市にあるお祭りなんですけれど

も、そこで実際に大田 Joいんつ♪が何か催しをで

きないか、何か出し物ができないかというふうに

考え、天領祭りでは 2つの出店をさせて頂いてい

ます。 

まず一つにはお化け屋敷の出店をしています、

お化け屋敷ではまずそのお化け屋敷の内装をどう

いうふうにするのかという所から自分たちで話し

合いを行って、実際に材料集め、そして制作まで、

自分たちでそこから行っています。そして、天領

祭り当日にはお化け屋敷を実際に行ってたくさん

の方に来ていただくことができました。この活動

は平成 26年度から行っています。 

天領祭りでもう 1つ行っているのが綿菓子の出

店です。綿菓子をお祭りの一区画お借りして実際

に出店・販売することで、たくさんの地域の方に

来ていただき、また大田のことを知っていただき

活動への理解も深まるとともにいろんな方との繋

がりを得ることができました。天領祭りではお化

け屋敷と綿菓子屋さんの出店の 2つを主に行って

います。 
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オリジナルイベント 

そして、大田 Jo いんつ♪で最も大きなイベン

トなのがこのお芋博覧会です。お芋博覧会は大田

Jo いんつ♪ができた平成 25 年からずっと行って

いるイベントです。このイベントは何をするのか

というと、大田には薩摩芋にまつわる伝説があり

まして。その伝説にちなんでお芋のことをもっと

知って貰おう、たくさんの人に味わってもらう、

たくさんの人に大田に来てもらう、大田にはこう

いうものがあるんだよっていうことを知って貰お

うということでお芋を中心に据えてそのイベント

を行っています。 

お芋博覧会では毎年芋を使った何か、お菓子・

スイーツ・スイーツ作りを自分達でこんなものが

できるんじゃないか、というふうにまずはお菓子

作りのアイディア出しから始まってそれらを実際

に作ってみたり。そして、自分たちで食べて、「こ

れなら実際にお芋博覧会でも販売ができるな」「実

際に地域の人にも食べてもらえるな」というもの

を作ってからお芋博覧会への実際の出品・出店と

いうふうになります。 

こういうふうに自分達でスイーツ作りをして、

そして実際に出店。これですね。中高生喫茶とい

うことで、お芋博覧会の中で実際に大田 Joいんつ

♪のメンバーである中学生・高校生を主体として

喫茶店の運営を行っています。喫茶店では自分達

で作ったお菓子を販売することを中心として地域

の方にたくさん来ていただくことができました。 

また、そのほかお芋博覧会ではもう 1つ芋を使

ったポテトフライの販売も行っています。こちら

も喫茶店とは異なりたくさんの方に来ていただく

ことができました。 

更に昨年度のお芋博覧会ですけれども、こちら

雲南市の方が大田 Jo いんつ♪でどんな活動をし

ているのか、そこの一番メインとなる活動である

お芋博覧会はどういったことをしているのか、と

いうことを視察に来ていただきました。このよう

な活動を通して他の団体さんだったり、自分達の

活動を知ってもらうということをたくさんするこ

とができたかなと思います。 

また、お芋博覧会では大田Joいんつ♪に所属し

ている中学生・高校生だけではなく、地元の高校

生にもたくさんのボランティアに来ていただき、
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当日のテントの準備や会場の設営など様々なボラ

ンティアということでお手伝いをいただきまし

た。 

昨年度には大田市の課題・大田市の魅力の再発

見ということをテーマに掲げたトーク会も行いま

した。このトーク会は大田Joいんつ♪に所属する

メンバーだけでなく、市議会議員の方々にも来て

いただいて、大田市について中学生や高校生・子

どもの視点や市議会員、大人の視点の 2つを交え

てお互いの意見交換をするというイベントを行い

ました。 

大田市も人が決して多いわけではないので、こ

れから下手したらどんどん寂れていくだけの大田

市をどうやったら元気にできるのかな。自分たち

中学生・高校生はどういったことをしたら、大田

を元気にすることに貢献できるのかなというふう

な視点を持ってトーク会をすることが出来まし

た。 

また、大田 Joいんつ♪は中学生と高校生がメイ

ンとなる活動なんですけれども、そのほかにこち

らは小学生をメインとした自然探検隊というイベ

ントを行い、小学生を対象としたイベントの活動

支援に当たっています。大田 Joいんつ♪に所属し

ている中学生や高校生以外の中学生、高校生との

関わりというのもあるんですけれど。下の世代、

小学生、更に言えば未就学児やもっと下の世代に

対する関わりも少しずつ持ち始める事が出来始め

ています。大田市には海、川、山など、もっとた

くさんの自然がある、という事を下の世代にも知

ってもらおうという事と同時に、下の世代と関わ

る事が出来ています。 

そして、大田 Joいんつ♪の中でも大田の魅力を

知ろう、まずは自分たちが魅力を知らないと人に

伝える事ができないよね、という考えから、大田

市の魅力を知るという事で、自分たちで研修を行

ったりもしました。これは昨年度、世界遺産であ

る石見銀山を大田 Joいんつ♪で、ツアーというん

ですかねえ。決して遊びに行ったわけではないん

ですけど。石見銀山ってこういう場所なんだよと

いう事を再確認するために大田 Jo いんつ♪のメ

ンバーで、実際に町歩きをしました。 
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これからの活動について 

  また、そのほかにも『とよかわっしょい！！』

さんや、  『玉湯メンバーズクラブ』さんといっ

た他の団体さんとの交流を持ちながら、他の団体

がこういうふうにしているんだ、じゃあ、そこか

ら自分たちは何が出来るんだろうというふうに自

分たちのこれからの活動に繋げるような研修の場

をたくさん持つ事が出来ました。 

大田 Jo いんつ♪も今年で結成 5 年目になりま

す。これから先の世代をどうやって育てるのかで

あったり、本当にこの活動によって大田が元気に

なっているのか、活性化しているのか、などたく

さんの課題がまだまだ山積みです。 

ですが、これらの今紹介した活動などを通して

地域の方と繋がり、実際に自分たちが大田の魅力

を知ることが出来、そしてまずはそこから人に伝

える事が出来るんじゃないかというふうに考えな

がら活動を行っています。まだまだ未熟な団体で

なので、たくさんの課題があります。ですがその

それらの課題を少しずつ克服しながら中高生を主

体として、一緒に頑張って行きたいというふうに

考えています。という事で、大田 Joいんつ♪の活

動紹介、以上で終わらせていただきます。ご清聴

ありがとうございました。 
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益田市豊川地区からの報告〈平成 26年度〉 

 

はじめに 

 それでは、益田市豊川地区「とよかわっしょ

い！！」の活動報告をさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

１年目の活動 

 1 年目の平成 25 年度は、「星空コンサート」の

お手伝いからスタートして、豊川地区文化祭への

出店などを行いました。今振り返ると、1 年目の

取り組みであったこともあり、言われるがままに

手伝いをしていたように思います。 

 

バスツアー・交流 

 しかし、2 月の子ども地域活動交流バスツアー

で、たまゆメンバーズクラブの皆さんとのワーク

ショップから、地域のためにどんなことができる

かを考える機会となり、これから自分たちの活動

を展開していくうえでは団体名があった方がよい

ことなど今後の活動について考える機会となりま

した。 

 

とよかわっしょい!!の結成 

 その後 3月に集まって、団体名をどうするかみ

んなで話し合い、この「とよかわっしょい！！」

という名前に決めました。 

 「とよかわっしょい！！」という名前ですが、

自分たちでつくった豊川地区を盛り上げたい、地

域の方だけでなく、地域外の人でもわっと驚くよ

うな活動をしていこう、そして地域の輪、友だち

との輪を大切にしていこうという意味を込めた名

前です。せっかくなのでロゴマークをつくろうと

いう話をして、このようなロゴマークもつくりま

した。名前もロゴマークも自分たちで考えてつく

ったものです。 

 下の英語にもあるように、Think globally, act 

locally, Going “glocal”は、豊川地区で活動す

るなら、こういう考えをしっかりもって活動して
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いってほしいという大人の思いだそうです。 

 

２年目の活動 

 そして、新たに「とよかわっしょい！！」とし

てスタートすることになった今年度、活動として

は地区イベントへの参画等、地域課題の解決につ

ながる活動に取り組んできました。これが今年度

の活動の状況です。ご覧のとおり、4 月から毎月

のように活動をしてきました。月の定例会や祭り

への出店などもしてきました。 

 これから赤字で示した一つひとつの行事につい

て報告していきたいと思います。 

 

オリジナルメニューの開発 

 今年度、真っ赤なＴシャツに輪のマークが入っ

た「とよかわっしょい！！」オリジナルＴシャツ

もつくり、まずは 6 月にスイーツブロガーの

sarajya さんにご協力いただき、イベントに出店

するためのオリジナルメニューつくりに取りかか

りました。準備が簡単で収益性の高いものという

ことで、ポップコーンをつくることにし、それに

独自性を加えることにアドバイスをもらうことに

しました。また、スムージーについてもオリジナ

ルのスムージーづくりを手伝っていただきまし

た。 

 そして、何度か試作を重ね、7月 26日豊川保育

園の夕涼み会に試行的に出店をさせてもらいまし

た。何度も何度も味見をし、失敗を繰り返して、

ようやく完成したのがこれです。名前もタフィー

ポップコーンと名付けました。出店の様子です。

タフィーポップコーンと塩ポップコーン、ゆずと

オレンジのスムージーを販売しました。結果は完

売でした。スムージーもとても好評でしたが、ポ

ップコーンもスムージーも改良しなければならな

い点なども分かりました。みんなの手際も決して

よくはありませんでしたが何とか無事に完売する

ことができました。 
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 夕涼み会後の反省です。この夕涼み会での出店

の反省をもとに、本番の星空コンサートに臨みま

した。 

 8月 23日の星空コンサートでは、前回の反省を

もとに、塩ポップコーンと、オレンジとゆずのス

ムージーにメニューを絞ることにしました。みん

なの手際もよく、スムーズに動くことができまし

た。小さな子どもたちにはオレンジスムージー、

年配の方にはゆずスムージーが人気でした。自分

たちのオリジナルメニューを受け入れてもらい、

すごく自信になりました。 

 

スタッフとして活躍 

 9 月には、豊川地区連合運動会の運営スタッフ

として参加をしました。これまで何年も同じ競技

が多かった地区の連合運動会でしたが、自分たち

で新しい競技を考え、連合運動会の実行委員会に

新たな競技を提案することにしました。地域の方

にも快く受け入れていただき、パン＆アメ食い障

害物競走という新たな種目が誕生しました。当日

は豊川地区出身の中学生がほぼ全員スタッフとし

て参加しました。 

 競技はとても盛り上がり、会場中に笑顔と笑い

声が溢れていました。もちろんやっている自分た

ちも楽しかったですが、自分たちが考えた競技で

これだけ盛り上がったことが嬉しかったです。 

 運動会当日には、この日に合せて地域の方々も

いろいろな色の「とよかわっしょい！！」Ｔシャ

ツを着て、私たちの活動を応援してくださいまし

た。小学校の先生方、保育園の先生方、そして、

山本市長さんもＴシャツを着てくださいました。

運動会に参加した地域の方々にも私たちの活動を

周知することにつながったと思います。 

 そして、10 月には健康ますだ市 21 主催のいき

いきウォーク in豊川に出店しました。前回出店し

た星空コンサートで段取りもよくなっていたの

で、同じメニューで販売を行いました。それぞれ

がやり方を覚え、スムーズな運営ができるように

なってきました。ウォークには地区外からの参加

も多くあり、私たちの取り組みを市内全域に知っ

てもらう機会になりました。自分で考えて呼び込

みなどを行うスタッフもいました。 
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 11月には地区の文化祭に出店しました。参加ス

タッフも増えることから、定番メニューだけでな

く、新たにカレードッグも追加し、地域の小学生

なども楽しめるゲームコーナーにも取り組みまし

た。定番メニューは誰でもつくれるようになって

きました。これは、コイン落としのゲームです。

地味ですが盛り上がる豆うつしゲームや、箱の中

はなんでしょうゲームなどを行いました。当日は

雨にもかかわらず、それぞれのゲームコーナーは

とても盛り上がっていました。 

 

地域の課題解決に向けて 

 ここまで、地区イベントの参画についてお話し

ましたが、次に地域の課題解決に向けた活動につ

いてご紹介します。最初にお話しましたが、平成

25 年度の玉湯での交流会のときにワークショッ

プに参加して、自分たちが地域でできることにつ

いて意見を出し合いました。このようにたくさん

の意見が出てきました。 

 地域の行事への参画には取り組みましたが、地

区の文化祭までは行事が続き、なかなか新しい取

り組みができずにいました。地区文化祭が終わっ

たところで、もう少し地域に対してできることを

やろうということになりました。できる活動とし

ては放課後の時間を利用して地域貢献につながる

活動をということで、地域でのゴミ拾い活動と、

保育園や放課後児童クラブでのボランティア活動

の二つをしようという話になりました。ただ、冬

場は日没も早く、地域でのゴミ拾い活動は時間が

取れないことから、保育園や放課後児童クラブで

のボランティア活動に取り組むことにしました。

保育園や放課後児童クラブそれぞれで絵本の読み

語りを行うこととし、12 月に 2 回実施していま

す。保育園の子どもたちはとても真剣に聞いてく

れ、保育園の先生方からも喜ばれました。子ども

たちの可愛い姿に癒される活動となりました。放

課後児童クラブでの様子です。最初は恥ずかしさ

もありましたが、小学生が真剣に聞いてくれ、と

ても充実した活動になりました。 
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他地区との交流 

 次に交流会の活動について報告します。 

 12 月 21 日に津和野町での子ども地域活動交流

会に参加しました。ＪＲに乗って津和野に行き、

自分たちの活動の報告でなく、蔵木地区のくらぎ

ライジングサンの取り組みや、津和野グローカル

クラブの取り組みなどを聞きました。ほかの地域

でも同じような活動を頑張っていることを知るこ

とができ、活動している皆さんとも交流ができ、

楽しい交流会になりました。また、飛び入り参加

の日原中学校の鈴木君の左鐙での取り組みが出て

いたのもよかったです。 

 津和野高校グローカルクラブの部長さんは同じ

益田市出身ということもあって、取り組みにもと

ても興味がもてました。 

 まち歩きでもいろいろなところを案内してもら

いました。グローカルクラブの皆さんは、これか

らも少しずつ観光ガイドに挑戦していくそうで

す。 

 

活動を通じて 

 この、とよかわっしょい！！の活動をとおして、

自分たちにどんな変化があったか意見を出し合い

ました。人との接し方やかかわり方が変わった、

自分たちで考えて動けるようになったなど、振り

返ってみると、この活動をとおして自分たちが前

向きに成長したということが確認できました。 

 活動を続けるにあたり、私たちも部活動や学校

行事等で大変なときもありましたが、地域の方々

から、「頑張ってね」など声をかけてもらったこと

が一番嬉しかったです。また、地元のケーブルテ

レビにも活動の度に取り上げていただき、特集番

組をつくっていただけたことで、地区外の方から

も、「豊川は頑張っているね」と声をかけていただ

けたことも嬉しかったです。 
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 まだまだ反省点は多いですが、経験したことの

一つひとつが次につながる活動だと思っていま

す。 

 先日交流会の反省などを行った際には、高校生

の活動と比較して振り返ってみると、イベントに

はたくさん参加したけれど、地域への貢献度とし

てはスケールが小さかったという意見が出まし

た。自分たちで活動したからこそ、ほかの地区の

活動をとおして感じることができたのだと思いま

す。 

 地域で活動することも大切だし、ほかの地区の

活動を知る、学ぶことも大切だと感じました。 

 この 2年間中学生として活動した私たちが、来

年度から高校に進学します。中学生中心の活動を、

高校生になる私たちもサポートしていきたいと思

います。 

 地道に地域を盛り上げる活動だけでなく、もう

1歩前に出た活動にもチャレンジしていきます。 

 最後になりましたが、私たちの活動を支えてく

ださったわっしょいサポーターの皆様、本当にあ

りがとうございました。これで益田市豊川地区「と

よかわっしょい！！」の発表を終わります。ご清

聴ありがとうございました。 
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益田市豊川地区からの報告〈平成 28年度〉 

はじめに 

私たちの活動は 4 年前に始まりました。まずは

このとよかわっしょい！！としての活動が始まる

までの様子をまとめた動画をご覧ください。 

 

活動内容  ●動画上映 

今、見ていただいたように、初めは大人たちが動

いて集まった、私たちの活動ですが、地域の人に

褒めてもらったり、喜んでもらったりした事がき

っかけとなりとよかわっしょいを設立する事にな

りました。活動では、毎年保育園の夕涼み会や  地

区の文化祭への出展を行っています。メニューを

自分たちで考え、事前に試作をしたり、下級生に

作り方を教えたりする時間を取りながら、毎年続

けています。毎年出展する事で、お客さんや仲間

同士の声掛けなど、チームワークよくこなす事が

できるようになりました。 

４年間、活動を続けてきた事で、いろんな心配を

してきましたが、次に同じ事をしないよう工夫し、

自分たちで考えて、それぞれ任された役割をこな

せるようにもなってきました。最初はすぐに大人

に頼っていましたが、今では、出展に関してはほ

とんど自分たちでこなしています。 

地区の連合運動会で、自分たちで提案した競技、

パン＆アメ食い障害物競争は、参加する自分たち

にとっても、見ている地域の皆さんにとっても、

とても楽しめる定番の競技となりました。中学生

もみんな楽しく参加しています。 

 

地域との連携について 

昨年度は私たちのピザづくりに取り組みたいと

いう声を踏まえ、豊川公民館を中心として、地域

のみなさんが、小学校にピザ釜を作るというプロ

ジェクトが動き出しました。昨年の地区文化祭で

は、このピザ釜を使ってピザ作りに挑戦しました。

火加減や焼き加減など自分たちで考えながらピザ

を焼いていくのは楽しい作業となりました。繰り
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返して焼く事で、おいしいピザが焼けるようにな

りました。新しい事に挑戦出来るのも、とよかわ

っしょい！！活動の楽しさだと感じています。 

 

交流の場づくり 

また、去年は小学校内のこんな感じの場所を地

域交流スペースとして、地域の皆さんが訪れやす

い場所にするというプロジェクトに挑戦しまし

た。地域交流スペースを多くの皆さんに使っても

らえる場所にするために、どうしたらもっと居心

地の良い空間になるかをみんなで考えました。 

また、地域の大人の会議に参加をして、交流ス

ペースの活用について大人と一緒に意見交換も行

いました。いろいろな意見をもとにアイデアをま

とめ、内装の仕事を手がけるプロの方にお手伝い

をいただいて、壁紙をはがす作業や、どんな壁紙

にするかを自分たちで考えていきました。そして、

自分たちで壁紙を貼っていきました。作業は大変

でしたが、プロの指導のもと、自分たちがきれい

に貼れた事が何よりも嬉しかったです。 

完成した地域交流スペースです。自分たちがイ

メージした以上にすてきな空間になりました。定

例会もここで行うようになりました。公民館で会

議を行っていた時に比べ、心なしか議論が盛り上

がるような気がしています。これからも新しい事

に挑戦しながら、楽しく活動を続けていきたいと

思います。 

 

これからの活動への思い 

そして、今年度、新たに新１年生を迎え、地域

の方に頼まれて益田祭りに参加しました。地域の

方にはとても喜んでもらいました。そして、先日

は歓迎会をし、中高生 25人が集まりました。自分

たちでゲームを企画し、チームワーク対決や鬼ご

っこをやりました。その後は、交流スペースで、

高校生から活動の説明がありました。高校 3年生

からの自分は、あと 1年しかいられないけど、残

りの時間をみんなで楽しみたいという言葉が印象

的でした。私たちもみんなと一緒にいられる時間

を大切にしながら、とよかわっしょいを楽しんで

いきたいと思います。ありがとうございました。 
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浜田市井野地区からの報告〈平成 27年度〉 

 

はじめに 

 最初真面目な話は私、分石の方がさせてもらい

ます。 

いのっ子クラブです。いのっ子クラブは 3年前

の井野小学校の閉校と共に、地域の子どもの居場

所として、井野公民館の一室にできた放課後子ど

も教室です。井野地域の子どもは三隅小学校へ毎

日バス通学をしますので、小学校からバスで 15分

くらい離れた場所の井野公民館、今年は改修のた

め井野児童館ですけれども、毎日通ってきていま

す。 

また、いのっ子クラブは地域の住民の方が毎日

交代で子どもの見守りをして下さっています。今

日は応援に来ていただいている方もいます。井野

に小学校があった時代は、学校ぐるみで地域の中

で子どもが育つ環境が当たり前に用意されてい

て、地域や学校の行事を通して子ども一人ひとり

が堂々と発表したり、活躍したりする姿を見るこ

とができました。そんな地域と子どもとのつなが

りを小学校統合を機会に断ち切ってしまうことは

できないなと思って、地域の一員としての自覚を

育てたり、地域を元気にするためにいのっ子クラ

ブを立ち上げました。 

また、私たち 3人コーディネーターにいるんで

すけれども、想いとしては学校や保育園がなくな

って子どもも少なくなった地域だけども、少しで

も子育てをしやすい環境のお手伝いができたらい

いなというふうに思っております。こうして、い

のっ子クラブとしては大人が立ち上げた子どもの

居場所だったんですけれども、今年度、この子ど

も地域活動モデル作り事業で指定していただきま

した。そのことがきっかけになりまして、今後の

目指す子どもたちの姿として、自分から動ける、

楽しく動ける、自分のこととして地域を語る子ど

もになって欲しいというふうに大人の方が意識し

て活動をするようになりました。 
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活動内容 

ここからは普段のいのっ子クラブの様子をご覧

ください。放課後の居場所として宿題をしたり、

自由遊びで体を動かして遊んだり、おやつを食べ

たりしています。イメージとしては、こじんまり

とした児童クラブというような雰囲気だと思いま

す。 

また、地域の公民館である井野公民館を軸とし

て、井野地域の各種団体が主催される地域行事へ

の参加に積極的に取り組んでいます。小学校統合

前から井野地域の春の代表的な行事である山菜セ

ミナーには、参加するだけでなく、山菜クッキー

の販売を続けています。この友奈さんという、今

前にいますけども、地域の方に販売をしたり、ク

ッキーも 400 個ぐらい作ったりするのですけど

も。ポスターを描いたり、ラベルを作ったり当日

の販売をしています。今まではやっぱり大人任せ

だった活動だったのですけども、片づけを最後で

きるようになったのは今年、成長したなというと

ころで自分たちから動けるようになったところは

すごいことだなというふうに感じました。 

また、井野地域では、中高生とか小学生の保護

者の世代が集まって、やっぱり地域を盛り上げた

いなというふうに感じた者たちが、団体を作って

活動しています。 

1 つは井野地区の民家を開放してライブを年に

数回開こうということで『希望の歌実行委員会』

という委員会があります。『希望の歌』という名前

なのですけれども、旧井野小学校、閉校した井野

小学校の校歌の 3番の歌詞から来ている想いがあ

ります。今までは大人が主に関わってきたこのラ

イブだったんですけれども、今年はいのっ子クラ

ブの子どもたちや吹奏楽部のお姉さんとか中高生

とかを巻き込むように声をかけて、「子どもだけで

も来てもらっていいですか」みたいな感じでお友

達と参加してくれたりとか、子どもが盛り上げる

ようなライブというのとちょっと企画をさせても

らっています。長い間関わってくださっている演

者の佐伯さんという方にもこの空間だと子どもか

らお年寄りまで一緒にライブを楽しめるのは他の

地域ではない宝物の空間ですねっていうふうに言

ってもらっています。次回はまた、ライブを企画
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してまして、来月の 3月 20日の日曜日に実施をす

る予定にしています。 

また、今年度立ち上がったもう 1つの団体とし

て井野の自称若いのということで、根がつながる

ことで地域を盛り上げていこうという「井野端会

議」という団体があります。今年夏のお盆に『井

野の夕涼み夏祭り 夏の夜のふるさと大同窓会』

という名前でお盆なら帰省した若い人たちとかお

孫さんと一緒に地域の方も出かけてくださるじゃ

ないかということで、夏祭りを久しぶりに企画し

ました。その時に井野の若い者と言ってもそんな

にたくさんいるわけではないですので、ここにい

る子どもたちも小学生なんですけれども、いちス

タッフとして準備や当日の店番、後片付けもしま

した。夏休みにその出店の中の 1つの企画として、

みんなで室谷地区というところで、ブルーベリー

狩りができるんですけれども、ブルーベリー狩り

をしてお菓子を作ってみて。そのお菓子の中にブ

ルーベリーを入れてみて、ブルーベリー大福にし

て。食べていただいた井野の地域の方たちから「中

にブルーベリー入れらんほうがいいな」とかご意

見をいただいたりとか、一緒に作った仲間からの

コメントをもらって改良を重ねたものを夏祭りで

販売をしました。 

また、今子どもたちも着ている Tシャツですけ

れども、この「井野」という習字の字は井野の高

校生、すごく上手な字を書いてくれる高校生がい

ますので、その方にお願いをしたら、いいですよ

ってすぐに書いてくださって。ここのイノシシの

マークはここにいる心奈さんが「井野には人の数

よりイノシシが多いんじゃないか」というふうに

言われるのですけれども、そのイノシシがラブコ

ールを送っているデザインがいいということで、

そういう意見も取り入れて T シャツを作りまし

た。 

当日の夏祭りの様子です。和太鼓、舞台発表を

して盛り上げたり、夜店でスーパーボールすくい

とか射的のコーナー、後は、改良を重ねたブルー

ベリー大福の販売で売り歩いたりとか。井野の T

シャツ、今着ている Tシャツなどを着て、お祭り

自体を盛り上げてとても大盛況なお祭りとなりま

した。 
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意識の変化について 

次はちょっと目には見えにくいんですけれど

も、井野地域の一員として子どもたちの意識がど

う変化したのかという話に移ります。 

夏祭りでも発表した太鼓だったんですけれど

も、今まではこのように大人の人に言われて練習

を一生懸命します。本番を頑張って発表したら地

域の方に喜んでもらって「ああ、ありがとうござ

います」っていう繰り返しをしてきました。それ

で正直どうなんだっていうことを指導者の方と話

をして、どうも太鼓の練習の時に気が向かない時

には指導される先生に失礼な態度をとっていた時

もあったり、子どもたちの中で。それなら言われ

てやるんじゃなくて自分たちがやりたいかどうか

の気持ちのところも確かめないといけないんじゃ

ないかっていうところで、私たちも子どものやる

気スイッチを探す所から考えました。 

まず、太鼓の練習をやるのかやらないのか、別

にやらなくてもいいんだよ発表は、というところ

から始めて、一人ひとりと向き合って話をしまし

た。高学年の子は涙も流したりしながらやる気を

伝えてくれる場面がありました。それでもなかな

か低学年は、これは低学年の子なんですけれど、

集中力が続かなくて、こういう頑張るポイントを

具体的に書いてシールを貼るという取り組みもや

ってみました。そうするうちに少しずつ目の色が

変わってきまして、本番では自分の発表の出来を

採点してみて、というふうにこちらが言ったら、

僕の今日の太鼓は 1点でしたと言って。まあ厳し

い採点を自分でするぐらい反省する場面もありま

した。やっぱり大人がお膳立てして上手くいった

今までの経験よりも、上手くはいってなかったか

もしれないけれど、自分たちのやる気を聞いても

らったり、一緒に育ててもらったりした経験の方

が子どもたちの心の中には残ったように思いま

す。 

 

団体間連携について 

続いて、井野地域以外の三隅町の町内の公民館

との連携の紹介です。年間通じて 4，5回、三隅小
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学校に通う大きな地区なんですけど、中心地区の

三隅公民館という所と 4，5回交流をしています。

井野地域の豊かな自然の中で子どもたちが地域の

方と一緒に体験をすることで、地域の中で安心し

て子どもが活動できる貴重な場となっておりま

す。もう 1つ白砂公民館さんの例を挙げると、井

野のような地域で、白砂地域で井野地域よりもう

少し前に小学校がなくなっています。子どもが少

なくなった地域同士つながって、何か一緒に企画

しようという事を考えて続けています。お互い良

い刺激になっているなというふうに感じています。 

最近では、益田市の豊川地区との交流を 1月にしました。いのっ子クラブの活動は、まだまだとよか

わっしょい!!さんのように中学生が自信を持って主体的に動いている姿っていうのは凄いなぁというふ

うに思うぐらい、足元にも及ばななかったんですけども。本当に子ども同士ですので、あっという間に

仲良くなれたりとか、地域を盛り上げる同じ仲間として「お互い頑張ろうね」っていうふうに中学生に

言ってもらったりして。お兄さんたちに教えてもらいながら豊川の良い所も出すけど井野の良い所と課

題も出してごらんというふうに言って、こういうふうに付箋に書いて自分の意見を出すっていう経験を

しました。自分たちがやってきた活動を理解できる経験だったなぁというふうに思います。 

1 年を振り返っての成果としては、なんと言っても子どもが地域の中で活動する姿を自然な姿として

受け止めてもらって、保護者の皆さんとか地域の方が協力して下さるというとこがありがたいなと思う

所です。 

また、子どもが出来なかったことが出来るようになったり、自信を持って活動する姿を地域の中で大

人と子どもが直接分かち合うことが出来るっていい経験だなぁというふうに実感しています。 

課題としては、中高生も出来ることを出来る時に参加出来る仕組みが更に増えると嬉しいなぁという

ふうに思っております。いのっ子クラブの仲間が増えてくれるような仕組み作りを探り続けていく必要

があるなぁというふうに思っております。 

最後に、子どもたち、日々いろいろ参加する子どもたちが変わるので、いろいろな年齢層の子と活動

をしているんですけれど、今日は４人、参加してくれました。今日 1人 1人いのっ子クラブの良い所と

井野のステキな所とを言ってくれるということなので、じゃあ学年と名前をとその良い所を言って下さ

い。   

 

 3年の今浦孝輔です。夏祭りでスーパーボウルすくい屋をやってたくさん人がきたので楽しかったです。 

 

2年の杉戸友奈です。井野の良い所は、スポーツをすることです。 

 

3年の今浦千陽です。楽しかったことは、みんなでスポーツをしたことです。 

 

 3年の杉戸心奈です。私は、みんなでスポーツをしたりバレーボールをしたりスケッチをすることが楽

しかったです。 
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浜田市井野地区からの報告〈平成 28年度〉 

はじめに 

浜田高校 1年分石晴夏です。よろしくお願いし

ます。昨年の 2月の報告会では妹とふたりでこの

報告をする準備をしていましたが、今日は妹はバ

レーの大会のため、１人で報告になりました。心

細いですがフロアにいのっ子の小学生や地域の方

が来てくれているので頑張ります。 

 

活動内容 

さて、まずいのっ子クラブの説明をします。今

から 4年前、私が小学校 6年生のときに母校であ

る井野地域の井野小学校と室谷分校が閉校し、三

隅小学校に統合したことをきっかけに始まった放

課後子ども教室です。この草むらの中の校舎が私

の母校の旧井野小学校です。昨年の春にいのっ子

クラブの小学生が地域の行事の山菜セミナーの準

備で、よもぎクッキーのよもぎ摘みをしていると

ころです。井野小学校の元保護者が中心となって

井野地域と子どものつながりを断ち切ることはで

きないと、いのっ子クラブを立ち上げたそうで

す。私も妹も小学生のころはほぼ毎日いのっ子ク

ラブに通っていました。小学校が統合してすぐの

頃は、新しい環境に馴染むのに一生懸命だったの

で、放課後にいのっ子クラブに戻るとほっと一安

心できたのを思い出します。 

 

地域の関わり 

いのっ子クラブはたくさんの地域のみなさんが

今まで関わってくださっています。見守りをして

くださるサポーターの方は統合後も変わらずに、

大きくなったねといつも声をかけてくださいま

す。自分たちも中学生や高校生になるとコーディ

ネーターである母に誘われて小学生の見守りのボ

ランティアをすることになりました。 

長期休みのボランティアなので、はじめの頃は

小学生の子どもたちは宿題もせずに遊びだすし、
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言うこともあまり聞かないのでだんだん嫌にな

り、見守りというよりただ一緒にその空間で過ご

すだけの１日が終わりました。家に帰ると母に、

あれはボランティアになっていないと言われカチ

ンと来ました。 

でも何度かボランティアに入るうちに、できる

だけ小学生の気持ちを考えて楽しいと思ってもら

えるように努力しました。そうしていくうちに向

こうから話しかけてくれたり、一緒に遊ぶと笑っ

てくれたりしてだんだん楽しくなってきました。

私は改めて、小学生のときには気づかなかったけ

ど地域の方に大切にしてもらっているんだなと気

づかされます。そして今でも一緒に活動を盛り上

げてくださっている地域の方の努力と、地域を大

切に思う気持ちがあってこその、いのっ子クラブ

なんだと実感しています。 

 

クラブの長所 

次にいのっ子クラブの良いところをアピールし

たいと思います。地域の行事で太鼓の発表やクッ

キーなどを作って販売もしています。太鼓の発表

は継続して発表しているので、高学年が低学年の

手本となり引っ張っていきます。3年前の 26年

のときの発表では後列にいた低学年が、昨年の発

表ではいつのまにか最前列で叩くようになってい

ます。私も最初の年は最前列で叩いていたのを思

い出します。 

太鼓の練習のときには気持ちがひとつにまとま

らなくて、どんよりした雰囲気になることもよく

あります。そんな練習も、本番で上手く行った時

も側には地域の皆さんがいて、励ましたり叱った

りしてくれます。とても近い場所からいつも応援

をしてもらっているなと感じます。 

2つ目は行事で販売するとき、地域の方に自分

たちから声をかけて買ってもらいます。毎年販売

活動をするときはおかげさまでいつも完売です。

ありがとうございましたと伝えると、頑張ってね

と声をかけられるので更にみんな張り切って販売

にでかけていきます。この販売も私たちの先輩か

ら始まって、今でも小学生が続けています。行事

を重ねるたびにみんなのアイデアを詰め込んで、

試作をしながら準備をしていくのも楽しみの 1つ

です。参加出来る時に参加出来るタイミングで、
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低学年からでも出来る活動です。 

3つ目は、いのっ子クラブを通して、井野地域

以外の子どもたちや大人の方と繋がる事が出来ま

す。井野地域には、限られた子どもしかいません

が、いのっ子クラブが活動している事で、他の団

体の方が興味を持って一緒に交流したり、活動し

ようと誘ってもらえます。 左側の写真は、地域

の団体から声をかけられてイルミネーションを作

った時の様子です。右側の写真は、歌手のおおた

か静流さんが、井野の民家でライブに来られた時

に、一緒にダンスを踊ったり、会場を盛り上げた

りしました。演奏される方やお客さんに喜んでも

らうために、高校生は、紙袋でお面を作ったりみ

んなで会場の準備も手伝いました。 

 

コーディネーターの母を見て感じること 

コーディネーターである母たちは、いつもいのっ子クラブで、困難な事があってもピンチはチャンス

と言って楽しそうに乗りきっています。そんな母は、地域の事を自分の言葉で語れる人になろうとよく

言います。私の妹は昨年の弁論大会で、いのっ子クラブの活動で感じたことを発表して、三隅中学校の

代表に選んでもらいました。今日の報告会では、妹の発表の内容をたくさん盛り込みました。 

誰かのために自分に出来る事でいいから何かをやってみる、そういう自然の気持ちからスタートして

やっていくうちに、少しずつ自分の役割の意味に気付いて関わる人たちの言葉に励まされ、また、更に

役に立ちたいという思いが湧いて来ると母は言います。私もいのっ子の１人として、自分が出来る時に

出来ることをやり続け、誰かの役に立てる活動をしていきたいと思います。ありがとうございました。 
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邑南町矢上地区からの報告〈平成 27年度〉 

はじめに 

 本日ですね、本来であったら高校生と一緒にプ

レゼンをする予定だったのですが、学校行事の関

係でここに来ることが出来ずに私 1人で発表させ

ていただこうと思います。まずは私たちの邑南町

を考える会という組織のお話からさせていただこ

うかなと思います。 

 

団体概要 

今年度発足した組織でございまして、地域の活

性化を目的に、自ら考え行動するというふうなこ

とをモットーにしまして、20 代から 40 代の比較

的若い若者の有志で結成された団体でございま

す。平成 28年 2月 1日現在で、会員数は 24名と

いうことで、ここの若い世代とその子どもたちの

保護者より若干若いくらいの世代と一緒に子ども

の地域活動をやっていきたいなということで一緒

に活動をさせていただいております。 

私はですね、この活動を始めるにあたって結構、

高校にも行ってみたりとかしたんですが、高校に

行くと私、全然先生でもなんでもない職業なんで

すけど、行くと先生、先生というふうに呼ばれる

事があってですね、結構、学校の中って先生と生

徒しか大人との繋がりがないのかなというふうな

ことを感じておりまして、そこを斜めの繋がりを

作って地域のおじさんおばさんとかの関係を作っ

ていきたいなということで、まずは始めさせてい

ただくような運びになりました。 

私たちの組織の活動の内容としましては、ちょ

っと堅苦しいような内容ですけれども、まずは、

地域の経済発展に寄与する事、そして、地域住民

の郷土愛醸成に寄与する事、その他町の発展に寄

与する事、ということでちょっと難しい表現なん

ですが、こういったことを通して邑南町の若い力

で元気にしていきたいという事を考えて活動をし

ております。 

そして、今年度、子ども地域活動モデル事業の

委託を受けまして、まず最初に、子どもたちと一
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緒に活動をしていくにあたってどういった事をし

ていけばいいんだろうかと考えました。 

まず一番最初考えたのは、まずは組織作りが必

要かなというような事を考えました。まずこの活

動自体もですね、結構邑南町の子どもさんたちも

地域のボランティアとか積極的に参加してくださ

るんですが、大人が御膳立てしたもう役割が決ま

ったようなことで「これ手伝ってね。」というこ

とがよくあったりするので、まずはその自分たち

で考えるというふうなことをして貰いたいなと思

っておりました。そして、それも毎回毎回メンバ

ーが変わるよりも、まずは中心メンバーがいた方

がよりそういった子どもたちの企画ってことがス

ムーズにいくんじゃないかなと考えておりまし

た。 

また、そういった企画にはまず邑南町矢上地区

には小学校も中学校も高校もございまして、まず

は高校生にその中心メンバーになって貰いたいな

というふうに考えました。 

 

活動内容 

まず活動のイメージ作りということで、そうい

った地域のボランティアとか参加される子どもた

ちも沢山いらっしゃるんですが、自分たちで考え

てやる地域活動というものがなかなかイメージが

湧かない方も多いんじゃないかなと思いました。

こういった地域活動とはいったいどんなものなの

か。皆さんが考えてるような堅苦しいものじゃな

くてですね、もっと楽しくって賑やかなものなん

だよ。っていうようなイメージを持って貰いたい

なと思いまして。まずはちょっとそのイメージを

持って貰うところから始めようと思って活動を始

めました。 

そしてあとは子どもたちの活動、財源というと

ころを確保するためにですね、経済活動のモデル

づくりということで、ただ売り買いするだけじゃ

なくですね、邑南町にも沢山いい地域資源がござ

いますので、そういったところの地域資源を活か

して町の経済の構成とかもちょっとお勉強がてら

してですね、町の特色を生かした経済活動をがで

きるようにしたいなということで。こういったこ

とも試験的にやってみたところです。 
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地域の良さを発信する子ども観光大使 

ここからが今年度やってきた具体的な取り組み

になるんですけれども。まず第 1弾、活動のそう

いったイメージを持って貰いたいなと思いまし

て、この『子ども観光大使』という事業をやって

みました。この子ども観光大使、なかなか耳慣れ

ない言葉じゃないかなと思うんですが。これが自

分の住んでいる地域の良さを知り体験し発信する

子どもたちを子ども観光大使と名付けてですね、

これを子どもたちと一緒に企画をしていこうとい

うことで始めております。 

地域のこと考えてるといってもですね、まずは

身近なところから知ってその良さを発信するとい

うところをやってみようということです。そして

まず知るというところでですね、この企画今年度

2 回やっておりまして。まず 1 回は邑南町香木の

森っていうふうな施設があったりして、皆さんご

存じの方もいらっしゃるかと思うんですが。そこ

でハーブを結構育ててたりしますので、そういっ

たハーブの良さをまず知ってもらおうという企画

をまず第 1弾としてやりました。これは夏にやっ

た様子なんですけども。まずは知るというところ

で大人の詳しい講師の方をお呼びしてですね、ハ

ーブについて、邑南町のハーブこんなものがある

んだよということですとか。あとは、こういった

使い方ができてこういった効果があるんだよとい

うようなことを、ちょっと座学みたいな格好です

が聞いてもらいました。 

この子ども観光大使の企画自体は小学生をお客

さんにしておりましてですね。後ほど説明します

が、高校生のメンバーに入って貰って、小学校と

高校生の繋がりということをこの企画を通して事

業を行っていきました。そして、体験するという

ことで、ハーブのことを学んだ後に実際にハーブ

を食べてみようということですね。これパンケー

キをちょっと焼いてみたりというところで。今こ

の真ん中で蓋を開けているのが、参加してくれて

いる高校生なんですけれども。こういった形でで

すね、子どもたちと一緒になって自分たちも企画

するし参加者の小学生の子どもたちとも交流する
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っていうことで。いろんな世代を巻き込んでやっ

ていくというふうな形です。 

そして最後、発信するということです。最後は

小学生の皆さんに自分が今日知って体験したこと

をハガキに書いてですね。絵とメッセージを書い

て。それを町内いろんなところに展示してですね、

発信したということです。こちらの紙、ちょっと

入口のところでも展示しておりまして、よろしけ

ればご覧にいただければ嬉しいなと思います。 

 

矢上高校との連携 

そして、このとき参加して下さったのが矢上高

校の 5名の生徒さんがこのときから参画してくれ

ました。実際、この当日に何をやってもらったか

と言いますと、担当の企画で一番最初に知り・体

験するよりも前にですね、子どもたちにもこの場

に打ち解けてもらいたいという事で、ちょっとお

楽しみ企画をしました。 

チャレラン大会というふうに私たちは呼んでお

りまして。その場で参加している小学生と一緒に

保護者の方もついてきていただいておりましてで

すね、大人と子どもが一緒の競技で順位を競うと

いうふうなお楽しみ企画をやっておりまして。具

体的にちょっと見にくいんですけども、真ん中の

所でこういった、実は豆粒を、大豆を用意してで

すね、お箸で別の皿に移すというふうなゲームで。

制限時間内に何個移せるでしょうというふうな企

画ですとか。後写真にはないんですが、ビニール

傘を用意してですね、手の上にどれだけ載せてい

られるかというふうなゲームをしたり、まあそう

いった大人も子どもも同じ土俵で楽しめるという

ふうな企画を高校生に担当してもらってですね。

それをこういった一番左の方の写真でどういった

競技かということを説明していただいて、それを

実際の競技の方を運営していただいてといったふ

うな形です。 

その後は、右側の方の写真で調理室の風景なん

ですけれども、こちらの方で小学生班ごとに分か

れてパンケーキを作りましたので、それぞれの班

に高校生に入ってもらってですね、こういうふう

にやるんだよ、っていうふうなことを率先して指

導していただいたような形です。 

こういった所で、企画の運営ですとか、小学生
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のグループのリーダーをやっていただいたりして

ですね、これらも高校生の皆さんたちの成功体験

を得てもらいたいなぁというふうに思っておりま

して、自分たちがやってやりきったというふうな

体験をこの企画を通してやってもらいたかったっ

ていうふうな目的でやりました。あとは『主体性』

というふうなことを書いておりますが、自分が何

を担当してどういうふうな役割をやっていくか、

という所を自ら決めてもらってですね、そういっ

た自分たちで決めたことを自分たちでやりきる、

というふうなことを 1つ、目的として置いてやり

ました。 

そして、あとは実際に小学生の子どもたちが来

て実際に前でやるので、結構緊張したりするんで

すけれども、緊張する場面でもくじけずにやって

いくっていうふうな所でですね、1 つの大きいイ

ベントを乗り切る、というふうなことを体験して

いただきました。 

 

経済活動 

続いて、経済活動の分なんですけども、邑南町

の主要産業は農業で米が沢山採れるというふうな

所がありますので、米を普通の販売ではなくて、

例えば食の関係のイベントだったりとか、そうい

う所でお米を使って何か出来るんじゃないかなと

いうふうなことを考えました。邑南町のお米は山

間の所で寒暖の差が大きくてですね、結構自分で

言うのもなんですけど美味しいお米が採れる地域

でございまして。それを色んな地域の人に知って

もらいたいというふうなこともあってですね、も

うちょっとこの米を使ってみようというふうなこ

とでやってみました。 

これは米はもちろん、町内のお米を使ってですね、水も邑

南町の中でも例えば酒どころもあったりですね、色んな事

業所があるんですけど、そういう所で「あそこはいい水だ

よ」という情報を仕入れてですね、そこの町内の名水を使

って米とぎからいい水でといで炊いてやってみようとい

うことでやってみた所です。炊飯方法も羽釜で炊飯をして

ですね、普通の電気炊飯器じゃなくってちょっと本気で炊

いてみようということで、浜田の株式会社ほんき村の高橋社長にもちょっと炊き方を教わってですね、

やってみた所です。こういった素材にもこだわって炊き方にもこだわってという所で「本気の米炊きプ

ロジェクト」というふうに名前を付けてやってみた所です。 

これは本番ではなくて練習している所の写真なんですが、まずはどういうふうに炊けるかという手順
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の所を子どもたちと一緒にやるためには、まず大人がそれを知らないといけないという所で、これは大

人が練習しているような所になっています。実際にこういった羽釜を使ってですね、本番でも邑南町で

『A 級グルメと神楽フェスタ』っていう祭りがあってですね、そこでも羽釜で実際に実演販売をして、

それと後は白米と町内の卵をやっている養鶏場がありますので、そこの卵を使ってたまごかけご飯を売

ったりして、見事完売出来ましたといった所です。 

まあこういった所で今回は試験的にやってみたという所なんですが、こういった町内の地域の資源を

生かしてですね、子ども地域活動でもこういった所を転用をして、どんどん自主財源を確保出来るよう

にしていきたいなと思っております。 

 

メンバーの入れ替わり 

そして今年度 1年間ですね、これ以外にも色々お試しでやってみたこともあったんですが、今年度協

力してくれた高校生がですね、実はさっきの 5名の女子生徒さんたちとやったんですけども、このうち

4名が 3年生だということもあって、今年度の 3月で卒業してしまうっていうふうな課題もあってです

ね。たびたび声をかけていてもなかなか集まりにくいというふうな現実もございまして、生徒を受け入

れ続けられる仕組みっていうのが今後継続的にやっていく上では必要だなぁと思っている所です。 

そして後は実際、こういったことをいろいろとやってみてですね、地域の子どもたちって結構勉強や

部活だったり学校行事がたくさんあってですね。1 年中なかなかスケジュールがつきにくいっていうふ

うなところが、今回 1年間やってきて見えてきた課題でございます。こういったところでですね、生徒

さんたちにそればっかりやらせて、あんまり負担ばっかりをかけてもいけませんので。そういった無理

のないスケジュールの調整だったりですとか、学校行事自体も把握しとかないとなかなかスケジュール

がたてられないというところもありましたので。そういった情報を把握しておくということも、大変大

事であるなというのが見えてきたところでございます。 

 

学校との連携 

そして最終的に今後どうしようかと考えて行き着いたのが、やはり学校の協力というものが必要不可

欠であろうというようなところが 1年間考えて行き着いたところでございます。まずは学校のスケジュ

ールも把握したりですね、実際に生徒さんたちに活動に来てもらうってなると、学校の方も当然それは

把握してもらっておいたほうが良いだろうということもあってですね。私たちでいったら、矢上高校と

いう高校がございまして。そこの学校とも連携体制をとろうということで、また年度の後半になって動

き出したようなところでございます。そしてですね、今後は学校といろいろ協議したり、子どもさんた

ちとも話をして、今の矢上高校の生徒会という組織がございまして、そこの生徒さんたちを中心にして

子ども地域活動団体を、固定メンバーとして立ち上げようというふうなことを考えております。 

名称とかは今後考えていくようになるので、ちょっとこれはこういう名前ですっていうのは、今日は

紹介ができないんですけれども。体制としてはですね、矢上高校の生徒会を中心メンバーとしてですね、

毎回卒業されたり、人の入れ替わりにも対応できる組織で、今後活動できるような体制を今学校と調整

していて。3月には正式に発表できるかなということろまで今やってきたところです。 

 

そして肝心の参加してくれる生徒さんたちもですね、ただ単に地域活動をやろうよというだけではな

かなか、なんでやらないといけないかという意義がなかなかわかってもらえないかなと思っておりまし

てですね。こういった形で何回も学校に出向かせていただきまして、町がこれからこう いったことに

なってしまうから、皆さんと一緒に町を盛り上げようよというふうな話を直接行かしていただいてです

ね、今後の活動に向けてモチベーションを上げるようにいろいろと話をしておったとこです。こういっ
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たところでプレゼンテーションを前でやってみたりですとか、モチベーションが上がるように動画を見

てもらったりとかですね。そういったところで地域の活動を高校生たちと一緒にやっていって。高校生

自体もですね、自分たちの思ってる以上に地域に影響を与えられるし、信じてやったことは必ずできる

よということを伝えて、今活動を一緒にやろうということで、かなり皆さんもかなりやる気になってく

ださってましてですね、この方たちを中心にこの 3月には体制ができるかなというところです。 

 

今後の活動について 

そして今後の活動の予定としましはですね、まだ生徒さんたちの組織が固まっていなかったので交流

ができていなかったんですけれども、この度ようやく体制が整いそうになりまして。来月また、大田 Jo

いんつ♪さんの方に訪問させていただきたいなと思っておりまして、大田の高校生たちを中心とした組

織の運営を勉強させていただいてですね、邑南町に持ち帰って自分たちのを本格的に開始するというよ

うな流れでいきたいなと思っております。 

そして学校側とも、もうすぐ調整が終わるので組織名とか活動内容を決めて本格的に動き出していく

かなというところです。この組織ができるのが目前というところではあるんですが、これは私の思いで

もあるんですけれども、まずは子どもたちの地域活動で何を期待したいかなってところ なんですけれ

ども。まず 1つは地域を元気にするためには何が必要かっていうことと、自分たちに何ができるかって

いうことを考えて行動してほしいなっていうふうに思っております。なかなか考えるっていうことは皆

様が誰でもできるようなことかなと思うんですけれど、それを行動に移すってことが中々自分１人じゃ

難しいっていうこともありますし。せっかくこういった組織ができるんだったら行動っていうところを

重視していきたいなというふうに考えております。その行動によってですね、いろんな成功体験が上げ

られるかと思いますので、そういった経験に裏付けされた自信と、後は色んなイベントやったりとかす

ると困難が出て来ると思うのですけれども、そういった困難も乗り越えてやりきる機会を見つけて貰い

たいなと思っています。 

 

私たちもですね、こういった地域を元気にしたいという目的はもちろんなんですけれども、最終的に

はそれらの経験を生徒さん達が得てですね、これから高校を卒業して巣立って行く生徒さん達がまた、

卒業したあとのですね、そういった活動を続けたりとかして、地域に戻ってきたりしてもそれをずっと

続けられるというふうな意識を持っていただきたいなというふうに思っておりまして、そういった継続

してやっていって。地域にそういった思いを持った人がまた、帰ってきてくれると凄い嬉しいなと思っ

ておりまして。まずちょっと遠回りかもしれないですけれども長期的にその生徒さん達の意識を高める

というふうなことを続けて、こういった子ども地域活動を通じて、続けていけたらいいなというふうに

考えております。ご清聴ありがとうございました。 
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邑南町矢上地区からの報告〈平成 28年度〉 

はじめに 

邑南町からやってまいりました。地域活動きっ

かけプロジェクトという事で、学校との共同を核

にということで、お話をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

活動内容 

邑南町を考える会っていうのはですね、地域の

活性化を目的として地域の若い、20 歳から 40 代

の若者の有志団体であります。現在、会員が 31名

います。今日のようなですね、子どもとの活動も

あるんですけれどもいろんな活動をしておりまし

て、1つは、教育グループ、ていう事で、島根県の

子ども観光大使というのを毎年、年 2回行ってお

ります。これは小学生を対象としまして地域の邑

南町のですね、いいところを知って、そして体験

して、そして発信をする事を通じて、邑南町が大

好きだというような子どもたちを増やして行こう

と言う取り組みであります。 

次にですね、経済グループという事で、こちら

について商品開発ですね、そしてイベント出店を

行って地域の経済について一応考えて行くという

事であります。矢上高校の味噌焼そばというもの

ですね、去年商品開発して販売したんですけども。

その収益でですね、一昨日ですね山陰中央新報の

ほうにですね、こういった邑南人というフリーペ

ーパーを作らせて頂きまして、これを今発行して

おります。ほしい方、邑南町まで来ていただけれ

ばと思っております。まあ 200部しか作ってない

ものですからね。 

次、総務グループというのがあってですね、そ

こで邑南町の異業種交流会というのを毎年開催し

ております。昨年は町外にかかわらずですね、約

100 名の方に来ていただきまして、地域との繋が

りをつくるということをしております。 

今ですね、地域医療グループというのが新しく

出来まして、もうこれから衰退していく地域医療

をどう考えていくのかというところを、若者目線
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で考えていこうというようなグループでございま

す。 

 

高校との連携 

この度ですね、この矢上高校との共同でやって

きた活動でございますけども。昨年見えてきた課

題ということですね。高校生が学校外で地域活動

をするとき本当に大変なんですよね。それが 4つ

ありまして、まずは私たちも高校生との繋がりっ

ていうのがなかなか無くてですね、私の子どもも

今中学生と小学生はいるんですけども、メンバー

の中に高校生を持つ親の方がなかなかいらっしゃ

らないということで、そこも接点がなかったんで

すね。そして次に人集めですね。卒業しちゃった

っていう話もあって、ちょっと入れ替わってしま

うとですね、なかなかそういう人集めっていうの

はすごく苦労します。次にですね、メンバーがな

かなか固定しないんですね。イベントをやっても、

また次のイベントをやっても違う方が入ってこら

れたりとかしたときに、継続的な活動っていうの

はなかなか難しいというのがあります。 

最後にですね、僕ここは一番大きいとこかなと

思うんですけども。高校生って勉強と部活で本当

に忙しいというのがあってですね、そもそも本当

に地域活動にかける時間っていうのが限られてい

ると。また自転車というのが主なところもあって

ですね、移動手段、自分たちで主体的にやること

からすれば本当に移動手段なんですね、なかなか

ないと。また、邑南町も広いですからですね、自

転車で行けれる範囲も決まっているというとこも

あります。 

今年度、私たちが学校に入っていっちゃおうと

いうことで行っちゃいました。何でかっていうと

ですね、高校生へ直接働きかけることができると、

まあそこに高校生いらっしゃいますから。矢上高

校に行けばですね、お話を直接聞くことができま

す。そしてまた、そこにはたくさん生徒いらっし

ゃいますんで、話し合いがあった場合に多くの生

徒に関わることができます。そして生徒が卒業し

たとしてもですね、ひとつ仕組みを作ってしまえ

ば、こうやってスライドというか、上がったとし
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てもここの枠組みの中で活動ができるんじゃない

かということでございます。そして学校の授業で

なら、確実に関わりができるということで考えま

した。 

まずはですね、本当に高校生と関わりを持って、

地域活動に関心を持つきっかけを、ちょっと作っ

ていきたいということを考えていました。そうし

たらここからが大変なんですけどね。とにかく本

当に何回も高校に相談に行きました。高校魅力化

コーディネーターというのが矢上高校に 2人ほど

いらっしゃいまして、湯浅コーディネーターと小

林コーディネーター、いらっしゃいます。そのお

２人に相談させていただきまして、2 年生の総合

的な学習ということで未来フォーラムという邑南

町に対して提言をするっていうのが毎年あるんで

すけども。その週の中でなら何か一緒にできるん

じゃないかということをいただきました。そこで

その次に、学校への根回しですね。まず校長先生

にお話をさせていただきました。そして校長先生

OK 出したということになったら今度は学年部の

ほうですね。それから職員会議というところで、

順番に説明に伺いました。そしてですね、先生方

も言いたいこともありますので、その先生方の意

見も一緒に取り入れながら、そして一緒に構想を

作っていくという形で、今回未来フォーラムを核

とした学校との共同体制を構築することができま

した。そして、未来フォーラムというのは学校の

行事になっていますので、学校の行事と連携して、

地域活動のきっかけを創始するというとこまでは

きました。その流れなんですけれども、矢上高校

未来フォーラムですね、プラン作成というところ

ではありますけれども。僕たちがフォローという

か、プラン作成しても仕方がないので。高校生に

プランを考えていただいて、その後ろ支えをして

いくという事で。まず 2年生の生徒会メンバーに、

フォーラム運用のアンケートを作っていただいた

んですね。それを町内のお店であるとか、いろん

な人が集まるところに行きまして、一緒にアンケ

ート調査を行いました。 

それから、未来フォーラム提言グループという

のが、2 年生全員なんですけれども全 9 班ありま

す。そこでですね、政策提言に入るわけなんです

が。そのプランの作成に関わるというところで、

高校生がアイデアを出した事を僕たちが、高校生 
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がこういう事をしたいなあって言ったら、「あー、じゃあ、こういった事が考えられるよね」とかです

ね、「こうした方がもっといいんじゃない」というような形でフォローをさせていただきました。そし

て、最後に、ここからなんですけれども。提言を実行していくと。未来フォーラムでも高校生が考えて

発表して、そこで、また更にその高校生が、自分でそれを作ってみるっていうところまで持っていきた

いなあと思っておりまして。提言内容を邑南町を考える会やそうしてまた、地域の団体と一緒になって、

実現してみようというところまできております。 

今、高校生を中心として、私たちとそして、矢上高校、そして魅力化コーディネーターの方、そして

地元の企業、地域と、この高校生を取り巻く 4つの人たちが、関わっているという形になります。これ

なんですけれども、未来フォーラムの様子でございまして、この班はですね、実際に未来フォーラムで、

優勝というか、一番、賞を取ったグループではないんですけれども。こちらの班については邑南町を考

える会賞っていうのを新たに設けましてですね、私たちの考えと結構、似ているなあというところで、

賞をお渡しさせていただいた班でございます。その中身をちょっと観ていただきたいなあと思います。 

 

 ●動画上映 

 

すいません、ここからが面白いのですけども、時間もないのでですね。また機会のある時にご紹介さ

せていただきたいと思います。こういうふうに、高校生が自分たちで自ら考えて、そして邑南町のフェ

ス、祭りをしたいということを言われましてですね、私たちも一緒になって、それを応援していきたい

と思った次第であります。これも今後の展開で書いてあるのですけれども、2月 18日に、とよかわっし

ょい！！さんのところにお邪魔させていただきまして本当にありがとうございます。本当に勉強になり

ました。ありがとうございます。そしてですね、3月1日矢上高校卒業式と書いてあるのですけれども、

実際何もできなかったところでありますが。3 月 3 日、ひな祭りの日なんですけれども。先程の邑南フ

ェスのキックオフミーティングということで、矢上高校に行きまして、先ほどの高校生、担当の高校生

たちと一緒になってお菓子を食べながら、これからどうやっていくみたいな話をしながら時間を設けて、

色々と話をしていきました。 

 

今後の活動について 

平成 29 年度についてはその邑南フェスをまず実現しようということで、大きなことはなかなか最初

からできないまでも、今矢上高校の毎年文化祭があるのですけども、その中でフェスというような自分

たちがやりたいことというのをまず実現していこうということをしていきたいなと思っております。そ

して未来フォーラムを通じてですね、子ども主体の地域活動というものをこれからも本格稼働させてい

きたいと思っている次第であります。子どもたちが『自分たちでしたい』と『これやってみたいな』と

思うことが実現できた、そして、実現するというのが本当に一番大切なところなんじゃないかなと私は

思っておりまして、そのために私たちの会を使っていただけたらなということで、一緒になってやって

いきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。 
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安来市島田地区、奥田原地区、雲南市吉田・田井・民谷地区の報告〈平成 26年度〉 

 

東部地区について 

 今日は東部地区からも取り組みをしている団体

の方にも来ていただいているのですが、東部地区

まとめて 3 地域の状況を報告させていただきま

す。 

 県の東部地域ではこの子ども地域活動モデル事

業に 3地区が取り組んでいます。一つは安来市の

島田地区、島田地区青少年育成協議会が取り組ん

でいます。二つ目は安来市の奥田原地区。これは

結の里たーらという団体が取り組んでいまます。

三つ目は雲南市吉田町。吉田・田井・民谷地区、

こちらの 3地域が取り組んでいます。 

 

安来市島田地区 

 始めに安来市の島田地区の概況から説明しま

す。 

 安来市の島田地区は島根県境にあり、安来市の

東の隅の方に位置しています。米子市と安来市の

両市街地に挟まれた東西 8キロある横長の農村地

帯です。人口は 3,000人弱。小学校は島田地区、

中学校は安来第 1中学校という校区になっていま

す。天気がいいと、このように島田地区から美し

い大山を臨むことができるとてものどかな場所で

す。 

 活動主体は島田地区青少年健全育成協議会で

す。各種団体と連携をとりながら、交流センター

を拠点として、学校支援、子どもの見守り等様々

な活動を自然体験をとおして行っています。 

 活動内容としては、耕作放棄地でのブルーベリ

ーの栽培・加工・販売。商品開発のための活動と

して、子どもたちでパッケージ作成や、ブルーベ

リーを使った商品の検討。三つ目として、つくっ

た商品を地区の文化祭や、地区にある道の駅やイ

ベント等で販売しています。 

 これらの活動をとおして栽培への興味や収穫の

喜びを感じてもらい、農業への愛着をもってもら

う。それから加工・販売をとおして経済観念とか

職業意識を身に付けてもらうということを目的に

行っています。 
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 これは耕作放棄地を整備して、ブルーベリーの

苗を植える前の状況です。 

 こういうふうに地域の方々の協力を得て、耕作

放棄地の整備を行ったうえでブルーベリーの苗を

植えました。これがブルーベリーの苗を植えた様

子です。 

 今年はまだブルーベリーの実ができていません

ので、本年度は島根大学の生物資源学部の方から

ブルーベリーをご提供いただくとともに、大学の

指導のもと、ブルーベリーのジャムをつくりまし

た。これは実際に子どもたちが保護者の方と一緒

にジャムをつくっている様子です。 

 これは地区の文化祭でジャムを販売している写

真です。ジャムを販売してみて、地域の方からは、

安来は梨が特産ですので梨を使ったジャムも食べ

てもらいました。それから、ブルーベリーは実と

砂糖だけしか使っていないので、実と砂糖しか入

っていないということを実感できたという感想を

いただいています。 

 

安来市奥田原地区 

 次に二つ目の地区、奥田原地区の概況です。安

来市の奥田原地区は旧広瀬町にある地区で、奥出

雲町亀嵩、雲南市吉田との境に位置しています。

人口は 230人。小学校は山佐小学校 19人、広瀬小

学校 164人と、山佐小学校は人数が少ない学校で

すが、活動が非常に活発に行われています。 

 実施主体は結の里たーらという奥田原地区の将

来を考えようと 30代から 40代を中心に設立され

た団体で、地域の活性化に向けた活動を行ってい

ます。 

 活動内容としては地域活性化と定住を視野に入

れて、将来の担い手である奥田原の子どもたちと

一緒に活動をすることです。具体的には地域の観

光資源の環境整備とか、耕作放棄地を活用した農

作物の栽培、奥田原の特産品「たーらふりかけ」

「まこも茶」といったものを開発しています。商

品開発のための活動として、子どもたちでパッケ

ージをつくり、地域の方と食材栽培とか収穫、加

工を行うことをしています。 
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 これは子どもたちが地域の方と耕作放棄地に花

を植えている写真です。 

 これは、特産品「たーらふりかけ」というので

すが、まごわやさしいふりかけという愛称のもと、

つくっておられます。それから、まこも茶のパッ

ケージデザインを子どもたちが考案している様子

です。 

 今流行りのゆるキャラを考えて描いてくれた子

とか、奥田原の自然や動物を絵にしてくれた子な

ど、素敵なパッケージになる予定です。今年度試

作品をつくっていく中でパッケージも考案してい

かれる予定です。これは実際に地域の方々を交え

て、ふりかけ体験づくりと、まこも茶の試飲会を

行っている写真です。ふりかけ体験づくりは子ど

もたちが実際体験してみないと地域の大人の人に

きちんと説明できないということで、まず子ども

たちの方が体験したうえで、地域の方に参加して

もらいました。ふりかけの名称は、まごわやさし

いふりかけと言います。これは原材料を表してい

ます。「ま」は豆で、おからが原料。「ご」はゴマ。

「は」はワカメでノリ。「や」は野菜の人参。「さ」

は魚のジャコ。「し」はシイタケ。「い」は芋でサ

ツマイモです。ふりかけのベースは炒って塩を混

ぜた米糠。そこへお好きな食材を三つ選んですり

鉢ですりすりっと混ぜればオリジナルふりかけが

完成するということで、地域の皆さんにも商品を

選んでもらいつくってもらいました。地域の皆さ

んがつくられて、米糠の量が少し多かったとか、

もっとたくさんの種類を混ぜたかったとか、簡単

にできて面白かったとか、いろいろなご意見をい

ただきました。それから、まこも茶についても、

地域の皆さんから美味しかったとか、まこもって

いろいろな使い道があるのだなとか、来年はもっ

とたくさん収穫してねとか、いろいろなご意見を

いただきました。 

 この奥田原地区のポイントですが、6 次産業化

アドバイザーという方に入ってもらって、商品化

に向けて活動を行っているところです。ご存じの

方も多いと思いますが、6 次産業化というのは、

農業や水産業などの 1次産業者が、職員加工とか

流通販売も業務展開していく形態を表しています。

県では 6次産業化に取り組む場合にアドバイザー

を派遣していて、アドバイザーに関する経費など

県の方が負担できるので、皆様もし地域の活動で
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こうしたアドバイザーに入ってもらいたいと思わ

れたら、ぜひご活用いただきたいと思います。 

 

雲南市吉田・田井・民谷地区 

 三つ目の地区になります雲南市吉田地区です。

ここは吉田・田井・民谷という 3地区があります。

人口は 2,000人弱。小学校は吉田小学校、田井小

学校。民谷分校は 3年前に閉校になりました。中

学校は吉田中学校です。 

 子ども地域活動の実施主体である地域自主組織

は、雲南市が市民と行政の協働によるまちづくり

を目指して育成を進めている住民自治組織です。

市からの交付金を受けながら各交流センターを拠

点として活動して、住民の皆さん自らが地域運営

の担い手となって地域の課題を解決するしくみに

取り組んでおられます。 

 活動内容としては、地域の子どもたちの地域づ

くりへの参画機会の創出を目的として活動し、子

どもたちが描いた絵を活用した吉田町のオリジナ

ル商品、カレンダーとか絵葉書、それから中学生

と地元企業による地域特産品づくりを行っていま

す。これは、カレンダーや絵葉書の原稿になる絵

を吉田中学校の授業を活用して写生大会を行って

いる様子です。 

 これは吉田町の地域づくりについて学び、話し

合う機会ということで、話し合いの場には吉田地

区の振興協議会及び田井地区の振興協議会の会長

さんに来ていただいて講演をしていただきまし

た。 

 これは吉田地区の振興協議会の会長からお話を

いただいているところです。錦織会長からは人口

減少などの地域課題に直面する中で、吉田、田井

それぞれの自治組織が住民主体の地域づくりと行

う組織としてどのような取り組みを行っているか

ということを具体的に説明されました。中学生の

柔軟な発想を地域づくりに生かしていきたいから

ぜひ協力してほしいと呼びかけられました。その

中で会長からは吉田ふるさと村という地元企業や

吉田郵便局など地元の民間業者と高齢者の見守り

の協定を結んで、高齢者などの見守り活動に取り
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組んでいること、それから、よしだ円卓会議を設

置して、交流人口の拡大や定住推進など攻めのま

ちづくりにも取り組み始めたということをお話さ

れました。 

 これはもう一つの田井地区の芝原会長がご講演

をしていただいているところです。ぐる～っと田

井一周バスツアーなどを企画して、地域ぐるみで

ふるさと再発見に取り組んで、地域資源の活かし

方を検討していること、それから子ども神楽の展

開を軸に地域住民の絆を深めて、他地域との交流

にも積極的に取り組んでいること等を強調してお

話をされました。 

 会長からの話を受けて、子どもたちは中学生な

りの理解の仕方で自分たちの地域が抱える人口減

少の課題などに危機感をもった様子で聞いていた

ということでした。それから、中学生が何かでき

ることがあれば、地域づくりにも積極的に関わっ

ていきたいと意見を出されて、この年代の認識力

の高さとある種の頼もしさを感じたと地域の方は

言っておられます。 

 これは地元の企業である吉田ふるさと村を訪問

した際の写真です。吉田ふるさと村を訪問して、

子どもたちは自分たちの地域の特産品がどのよう

なプロセスでつくられているのかを垣間見て、多

くの子どもたちが興味津々の様子でした。一方単

なる思い付きのアイデアのレベルでは、簡単にプ

ロフェッシャルな商品の開発に結びつかないとい

う現実的な商品開発の難しさも肌で感じた様子で

した。これは地元の企業の見学を受けて、実際に

特産品づくりのアイデア発表会を行っている様子

です。 

 子どもたちからはいのししの肉入りのレトルト

カレーとか、おたまはんという吉田ふるさと村の

商品ですが、卵かけご飯専用の醤油を使ったケー

キ、吉田の木の実の入ったクッキーなどのアイデ

アが出されました。中にはカメムシの臭いを詰め

た防犯用スプレーなどユニークなアイデアも出た

ということです。おたまはんの味のケーキについ

ては、後日実際吉田ふるさと村でおたまはん味の

クリームの入ったロールケーキを試作し、中学生

たちが届けてくれたので、生徒たちは自分たちの

アイデアがかたちになったものを試食できたとい

うことで非常に満足をした様子です。 
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 これはまだ商品開発の一歩手前の単純な試作品

つくりにすぎませんが、提案した子どもたちは自

分たちの発案がこうしたかたちになっていくこと

を大変喜んでいるということでした。 

 

東部地区の取り組みの展望 

 県東部地域共通して言えるポイントですが、6

次産業化アドバイザーや地元の企業、大学の職員

などの入ってもらって商品化に向けて活動を行っ

ていることが大きなものではないかと思います。 

 一方で、課題としては、地域の方に当然かかわ

りをもっていただいているのですが、どうしても

地域の方と子どもたちの活動が別々になってしま

いがちなところがあります。 

 そこをいかに子どもたちが実際地域に入って、

地域の大人から直接指導を受けて活動できる機会

を増やすかがポイントかと思います。それから教

育委員会の方と連携をとりながら子どもの発達段

階に応じた内容を考えていく必要があるかと思っ

ています。 

 以上で報告を終わります。ご清聴ありがとうご

ざいました。 
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安来市島田地区からの報告〈平成 27年度〉 

 

はじめに 

 島田地区の概要を説明します。島田地区は、ご

承知の通り島根県の一番東に位置し、昔、出雲街

道の宿場街として栄えていたと聞いています。現

在、2,884人、1,004世帯が暮らす地区です。古く

から梨、筍の栽培がおこなわれ、最近では、いち

ご、ぶどう、みかん、花の栽培もおこなわれてい

る農村地域ですが、最近では、新興住宅地が造成

され、安来でも人口が増えている地域です。島田

地区には、14 の自治会、島田幼稚園 22 名、島田

小学校 153名が通園・通学しています。地域住民

が一体となって、学校支援に取り組み、平成 25年

には文部科学大臣より表彰を受けました。『地域の

子どもは地域で育てる』をスローガンに、青少年

健全育成協議会を中心に交流センターを主事、島

根大学教育学部ボランティア学生、社会教育委員

が自然体験を主体とし、小学生を対象としたわん

ぱくクラブを立ち上げ活動しています。今回の子

ども地域活動モデルづくり事業について、クラブ

委員の内藤なみさんから報告します。 

 

活動内容 

 わんぱくクラブは小学生とわんぱくクラブを卒

業した人が、島根大学のお兄さん、お姉さん、地

域の大人の人に協力してもらいながら、自然体験

を主体として毎月１回、日曜日に活動しています。

これは、竹細工、ペットボトルロケット作り、ケ

ーキ作り、物作り等をしているところです。ブル

ーベリー栽培は皆で相談して、地元の農業につい

て勉強する目的で作ることにしました。交流セン

ターの隣に借りているわんぱく農園に、地域の支

援してくれる人に草刈りをしてもらいました。ブ

ルーベリーの苗木は島根大学の農場から実をつけ

る苗を 10 本買い、11 月にみんなで大きな穴を掘

り、植えました。これは作業をしている時の様子

です。栽培については大学の先生に来て頂き、栽
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培方法について皆で聞きました。畑では木の特徴

とか剪定について、教えて頂きました。これは部

屋で話を聞いているところです。実をつけている

ブルーベリーです。畑でも食べました。甘くて大

変おいしかったです。収穫したブルーベリーは、

交流センターの冷凍庫に保存して頂きました。11

月の文化祭で販売するために、皆で初めてジャム

作りに挑戦しました。講師の先生は島根大学の先

生に来ていただき、ブルーベリーに砂糖を入れて

焦げ付かないように混ぜるのが大変でした。これ

が作っているところで、ジャムは 190ｇずつ瓶に

詰め、鍋にお湯を沸かし、なべ底に布きんを敷き、

ジャム瓶のふたを上にしてお湯を沸騰させながら

10分熱湯殺菌し、流水で冷まし、表示ラベルをは

って完成です。これが完成品です。今日も私達で

作ったブルーベリー、リンゴ、梨のジャムなど、

会場を出たところに展示していますので見てくだ

さい。ジャムを文化祭で販売しているところです。

値段はブルーベリージャム 450円、梨、リンゴ、

イチゴは 300円です。 

 昨年の 11月 29日には奥田原交流センターへ出

かけ結の里たーらの方とお互いの活動状況の交流

会にでかけ、奥田原のいろいろな材料をまぜてふ

りかけを一緒に作りました。自分たちで作ったふ

りかけをご飯にかけて交流しながら皆でそれぞれ

の味を楽しみながら食べました。奥田原の活動メ

ンバーは高学年の方が多く、自分たちで色々と研

究して作られているところが素晴らしいと感心し

ました。わんぱくクラブから食パンを持っていき、

ブルーベリージャムと梨ジャムを作り試食してい

ただきました。これが交流会の様子です。 

私たちわんぱくクラブは 1年間を通じて地域の

多くの人たちに支えられながら、また島根大学の

学生ボランティアの皆さんと楽しく活動していま

す。今回のブルーベリー栽培から加工、文化祭の

販売を通じて地域の方との出会い、地域で栽培さ

れている果物に改めて目を向けることができまし

た。文化祭での売上金の一部を 1年間ボランティ

アで活動していただいている島根大学の学生の皆

さんの教育資金の一部にしたらということを皆で

相談して、去年の 12月 28日、島根大学学長さん
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に渡しました。これが島根大学の学長室で渡して

いるところです。 

僕は小学生の時からわんぱくクラブで活動して

いますが自然体験を通して地域の方との触れ合う

ことで色々なことを学べました。わんぱくクラブ

は高学年になるとスポーツクラブなどで人数が少

なくなります。僕は 4月から高校生に進学します

が進学しても OB としてわんぱくクラブに参加す

る予定です。また、新しい友達も誘って参加した

いと思います。 

 

活動成果 

 クラブ員に農業に対する愛着とコミュニケーシ

ョン力を芽生えせることを目的とし、交流センタ

ーに隣接する遊休地を利用して栽培することによ

り、耕作放棄地を利用することができました。ま

た、そこでブルーベリー栽培をすることで島根大

学の職員、保護者、学生、地域の方からの学びや

交流、コミュニケーション力を高めることができ

ました。地元で栽培された果物等に目を向けるこ

とができたとともに農業の楽しさを学び、就業意

識が芽生えました。 

今後の課題、高学年になると部活動等で参加人

数が少なくなるため高学年やわんぱくクラブ卒業

生へ参加を呼びかけ、ジュニアリーダーの育成を

目指したい。そして青少年健全育成協議会を中心

に地域の方と一緒にグループ入り活動ができるよ

うな仕掛け作りが必要だと思います。 

 

今後の展望 

 ブルーベリー栽培を通して地域で何が栽培され

ているのか興味を持つことができるようになり、

農業に対する意識が変わりつつある中で今回のジ

ャム作りは大変興味深く、地域で栽培されている、

梨、桃、キウイ、イチゴのジャムを作り、地域の

生産物に付加価値をつけることを学びました。 

年々木が大きくなるのでクラブ員がオーナーとな

り数人のクラブ員で１本の木に責任を持って、栽培・

管理・加工まで行うシステムを作りたい。また、各家

庭でも気軽にできるジャム作りを地域住民と一緒に

行い、地域の活性化に繋げたい。ご清聴ありがとうございました。 
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安来市奥田原地区からの報告〈平成 27年度〉 

 

はじめに 

 皆さんこんにちは。僕たちは安来市広瀬町奥田

原で活動している結の里たーらです。写真は奥田

原の名所 “嫁来い観音・婿来い地蔵”とその近く

の耕作放棄地で栽培を行った向日葵の花の様子で

す。 

 

活動内容 

昨年度、奥田原の未来を考える結の里たーらが

発足しました。そして私たちも大人と一緒になっ

てその活動をすることにしました。まずは、奥田

原の良いところ、悪いところを話し合い大好きな

奥田原のためにするべきこと、故郷を守るために

したいことを話し合いました。色々な意見が出る

中、お父さん、お母さんの思いから生まれた“ま

ごわやさしい”ふりかけに私たちも参加して何が

できるかを考えました。 

これは昨年度の文化祭での活動報告の様子で

す。そしてこの文化祭でふりかけワークショップ

を行いました。実際にふりかけの食材をそれぞれ

の皆さんの感覚で調合し、食べてもらいました。

私たちが自ら説明して行う初めてのイベントとな

りました。 

 

特徴的な活動 

それではここでふりかけ事業について説明しま

す。右の図は“まごわやさしい”の説明図です。

“まごわやさしい”は食材の頭文字を並べてバラ

ンスの良い食事をとるための考え方を分かり易く

したものです。そして、これを満たす食材を奥田

原でつくり、製品化できないかと考え食材の決定

を行いました。 

「ま、豆。」豆類ということでおからと味噌を使

います。材料は地元の豆腐屋さんと味噌屋さんの

ものを利用しました。「ご、ごま。」金ゴマを使い
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ます。今年度は私たちが栽培しました。「わ、わか

め。」わかめを使います。「や、野菜。」人参を使い

ます。これも私たちが栽培しました。「さ、魚。」

昨年はアジでしたが今年はカツオを使います。

「し、しいたけ。」しいたけを使います。地元の農

家さんからいただく予定です。「い、芋。」さつま

いもを使います。地元小学校からいただきました。

そのほか、米ぬかを使うこととし、食材が決定し

ました。 

食材が決まったところで、いよいよ試作品用の

作成です。家庭用乾燥機、ミルサー等を使用し、

ブレンドしました。色彩・食感も考えながら行い

ました。写真は実際の調合風景です。調合した分

量を記録しつつ、それぞれの味を確認しました。

感想を述べ合いながら、ベースとなる味を味噌味

に決め、後日更にその味を探求しました。専門の

アドバイザーの方にも来てもらい、味を見てもら

いました。試作品の味が決まったところで、調合

を行った分量をもとに乾燥と粉砕を行いました。

そして、試作品完成。結の里たーらプレゼンツの

「まごわやさしいふりかけ」試作品第 1号が完成

しました。パッケージに使用したイラストは僕た

ちが考えました。出来上がったふりかけを地域の

人たちに配り、試食してもらい、アンケートを行

いました。これがその集計結果です。食材につい

ては、「このままでいい」という意見が多かったの

ですが、「改善あり」の中に貴重な意見がたくさん

ありました。次は味についてです。年代でも分か

れますが、概ね良い反応をいただきました。「改善

あり」の中には「美味しくない」とか「味が薄い」

等があり、多くのみなさんに好かれる味に向け、

更なる努力が必要と感じました。 

 

2年目の主な活動 

そして平成27年度、2年目を迎えることとなり、

ここからは今年の主な活動をまとめました。今年

度行っている主な活動について大きく 3つまとめ

ました。まず 1つ目に、子どもたちの主体的活動

ということで、ふりかけアピールの CMを作ること

にしました。2つ目にふりかけ事業＆マコモです。

ふりかけについて奥田原産の食材確保に向け、進



 

92 

 

めています。さつまいもについては、山佐小学校

の児童が育てたものをいただいて利用することと

なりました。そして 3つ目は奥田原アピール活動

です。ふりかけワークショップ等を通して進めま

した。それでは、写真とともに活動の様子をご覧

ください。 

1 つ目の主体的活動は、子どもたちで何ができ

るか話し合いました。ふりかけを商品として売る

ために何が必要か。アドバイザーの福本先生と一

緒に考えました。そして奥田原のアピールとふり

かけを広く知ってもらおうと考え、CM作りを思い

つきました。いよいよ CMづくりスタートです。ど

んな CMを作るのか、カメラ割りなども考えながら

撮影に挑んでいます。これは CM構成会議と絵コン

テです。これは、実際の撮影風景です。このあと、

CM のメイキングを映像でご覧いただきます。で

は、どうぞ。 

 

●動画上映 

 

ここで少し、CMづくりの際の撮影の様子を紹介

します。まず、どのようなCMにするか話し合いま

した。CMで伝えたいこととして奥田原の良さ、ふ

りかけの良さを出し合いました。このようにみん

なの意見を模造紙に書き出しました。そして、CM

の構成として絵コンテを作成しました。個々に作

った絵コンテを厳選し、全体の構成を決定しまし

た。いよいよ撮影です。奥田原での川遊び風景を

撮影しました。これはふりかけのアピールとして

飯梨小学校へのワークショップをおこなった状況

です。そして「まごわやさしい」の言葉の説明と

いったものを撮影しました。以上、現在作成途中

ですが、展示会場で CMを流していますので、ぜひ

ご覧ください。 

 

2 つ目のふりかけ事業について、この写真は胡

麻の植え付け作業の様子です。夏の終わりごろに

は花が咲き、秋には大きな実がつきました。刈り

取り後、束ねたのちはで干し作業を行いました。

そして、胡麻第 1号が収穫を迎えました。そのほ

かの状況です。左上の写真はマコモの栽培状況で

す。体に良い貴重な食材マコモも育てています。
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その右は耕作放棄地での環境整備活動の状況で

す。奥田原の観光スポット“嫁来い観音・婿来い

地蔵” の周辺に花を植えて耕作放棄地を整備する

活動を行いました。下の写真はふりかけ材料とな

る人参の栽培と収穫状況です。 

 

3つ目、アピール活動として行った『まごわやさ

しいふりかけ』のワークショップの様子です。食

材の説明ののち、擂り鉢を利用しての食材の粉砕。

そして、調合を数回行いました。奥田原を知って

もらい、また、アピールするいい機会となりまし

た。これは島田地区との交流の様子です。他地区

との交流で活動の輪が広がったと思います。そし

て、地域の文化祭でふりかけをアピールしました。

これは山佐小学校との交流の様子です。ふりかけ

の食材としてさつま芋を使わせていただいている

こともあり、ふりかけ作りのワークショップを行

いました。 

そして、小学生への読み聞かせも行われていま

す。親だけでなく、中学生なども出掛けて交流を

深めています。元の小学校と交流をすることで、

食材の提供や食育といったお互いの魅力アップと

なり、活動の継続になると思います。 

これは昨年の 8月 15日に行われた、奥田原地区

盆踊り大会での集合写真です。私たちが声掛けを

し、地域の皆さんに集合してもらいました。『奥田

原を楽しみながら守り発展させていきたい』とい

う合言葉のもと、これからも頑張ります。そして

これからふりかけの製品化、CM完成に向け走り続

けたいと思います。 
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雲南市吉田・田井・民谷地区からの報告〈平成 27年度〉 

 

はじめに 

 皆さんこんにちは。おじさんですいません。今

日は、三地区を代表して発表させていただきます。 

 

吉田町の活動内容 

吉田町の活動の特徴なんですが、町内の 3つの

自主組織と 3つの小中学校の連携によって、町内

全ての小中学校生徒が参加する子ども地域活動と

なっております。よろしくお願いします。活動の

目的ですが地域課題や地域づくりの実情を知って

もらう。子どもたちなりの視点で地域づくり活動

に参加。それから、学校の先生にもお願いをして

吉田の地域づくりの活動に関心をもってもらう。

子どもたちの参加を通じて大人の関心も高めてい

き、地域住民が一丸となって町づくりを取り組む

ムードを醸成するというところにございます。 

 活動内容ですが2つの活動を展開しました。1つ

は吉田中学校における地域学習。2 つ目は吉田中

学校・小学校、対象の全生徒の参加による吉田ア

ートプロジェクトです。2 つの活動について少し

内容を説明させていただきます。 

 

1 つ目の活動ですが、吉田町の地域課題や地域

づくりについて学ぼうという講演会の開催です。

平成 26年度につきましては、吉田地区、田井地区

の振興協議会の会長さんに各地域の取組について

講演をしていただきました。株式会社吉田ふるさ

と村、高岡社長の講演で食品加工の取り組みにつ

いて講演をしていただきました。そして雲南市吉

田総合センター梶蔦所長によります『吉田町の今

とこれから、これまでの歩み』というところで講

演をしていただいています。平成 27年度につきま

しては島根県中山間地域研究センター田中研究員

さんによります『島根県の中山間地域の課題と取

り組み』ということでお願いをしております。そ
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れから株式会社田部、田部長右衛門社長にお願い

をしまして『たたら製鉄とともに歩んできた吉田

町』というところで講演をしていただきました。 

 

2つ目、地場産業、農業、食品加工の現場体験と

いうところで吉田ふるさと村の食品加工施設を訪

問して基本知識を学習。それから道の駅たたらば

壱番地を訪問してマーケティングの基本知識を学

習ということです。平成 27年につきましては農事

組合法人すがやの農場施設を訪問し米作り、野菜・

しいたけなどのハウス栽培について学習をしまし

た。それから有限会社木村有機農園さんの農場を

訪問し、有機野菜の栽培と米粉 100％の米粉麺の

開発について学習をして参りました。それから吉

田ふるさと村さんによります卵かけご飯専用醤油

の開発について学習をして参りました。 

それから 3番目ですが、吉田の新しい特産品を、

何か作れないかということで中学生にアイディア

を出していただいてそのアイディアの中から、株

式会社田部の養鶏場がございますのでその卵を使

ったロールケーキを吉田ふるさと村さんに作って

いただいて中学校で試食会をしたということでご

ざいます。 

それからこれが私どもの一番の特徴でございま

す『吉田アートプロジェクト』というところに力

を入れました。これは各生徒に描いていただいた

絵をもとにですね、吉田町の情報発信ツールを作

成して幅広く活用したというところでございま

す。平成 26年度につきましては 89名の生徒から

69点の作品をいただきまして吉田カレンダー、そ

れから紹介カード、大型展示パネルを作成しまし

た。平成 27年につきましては吉田カレンダー900

部、それから紹介ポストカード 1万 5千部を今作

成しているところで、これにつきましては英文を

少し入れようということで、中学生につきまして

は自分の絵の紹介を自分たちで考えた英作文にす

るだったりとして、英語の学習にも役立ててもら

うという取り組みでございます。これにあります、

これが吉田紹介カードになっております。続きま

してこれが昨年作りました 4月始まりの吉田カレ

ンダーです。これに絵とカレンダーを作っており

ます。これが中学生の写生風景で、各撮影場所で
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への送迎バスを手配しました。続きましてこれが

大型パネルになっておりまして提出していただい

た全員分の絵をパネル化したものでございます。

2 枚ありましてこれを各イベント等に持ち込みま

して展示をしていっております。住民の方からも

の高評価をいただいているところでございます。 

 

今後の課題と可能性について 

小・中学校の授業の一環として活動しています

ので、なかなか生徒の自主性を育てるという観点

では少し難しい点もありますし、活動時間の制約

もあり、子どもたちは 1つのプロジェクトにじっ

くりと取り組むような時間が取れないというとこ

ろがございます。可能性なんですが、このプロジ

ェクトをやる中でですね、地域の課題について認

識度が高まりとして何か出来ることがあればやり

たいというような意欲も芽生えまして、話を聞き

ますと大人になってもまた吉田に帰りたいなと。

吉田を代表するような人になりたいなと。もう少

し吉田町を PRしたいなと。大人になって帰ってこ

れなくてもその地で PR したいなということもあ

りますので。非常に嬉しく思っていますし、また、

住民の注目度も非常に高くてですね、町外への情

報発信のツールとしてはインパクトがあって大変

有効であったのではないかと感じております。課

題は多々ありますけど、生徒参加型ですのでそう

いう特徴を最大限に活かしてですね、こうした活

動を継続発展させていきたいなと思っています。

最後になりましたが、このプロジェクトに参加し

た中学生が参加しての感想を述べた映像を観なが

ら終了させていただきます。 

 

●動画上映―内容（雲南市立吉田中学生徒） 

中山間地域の課題と地域作りの講演を聞いて。

雲南市立吉田中学校 3年陶山ひかり。今日のふる

さとタイムで中山間地域についての話を聞いて

様々なことがわかりました。まず、中山間地域と

は、過疎や高齢化が進んでいる地域だとわかりま

した。自分でも考える時間があったけれど、人口

が少なかったり病院などの公共施設がなくなった

りなどの問題がたくさんあるのだなと感じまし

た。そして、数十年後の人口別のグラフをみたと

きどんどん人が少なくなるのがわかって悲しい気
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持ちになりました。このような課題を解決するた

めにいろいろな地域で様々な活動が行われている

ことも知りました。人を呼び込むためにその地域

のおいしいものを使った食べ物を、小中学生が考

えて作るという活動もあると知り、大人だけでな

く子どもも一緒に地域おこしをしていくことがす

ごいと思いました。みんなで協力しあい地域資源

を守っていくことが大切だと田中さんは言ってお

られたので、私たちも吉田のためにできることを

考えていかなければならないと思いました。   

 

農事組合法人すがやを訪問して。雲南市立吉田

中学校 3年堀江奈々。今日農事組合法人すがやに

初めて行って、いろいろなことがわかりました。

例えば農業は教科書通りにはいかず天気に左右さ

れるということです。農業はしたことがないから

わからないけれど、この例はとてもわかりやすか

ったです。また、メロンを整理するのを体験して

みて、ぶら下がっている実以外を全部とるという

ので、もったいないと思ったけれどもおいしいも

を作るにはそういうことも大事なのかなと思いま

した。話を聞いたりして大変なことなどたくさん

わかり良かったです。  

 

吉田ふるさと村を訪問して。今日吉田ふるさと村

に行って、工場を見て回りました。工場に入る前

には清潔にするために、服やマスク、帽子などを

つけました。そして工場の入り口にはエアーシャ

ワーというほこりを落とす部屋がありました。安

全な食べ物を作るには、ここまでしないといけな

いということがわかりました。大変だということ

がわかりました。次に商品の開発をしました。地

元のものを使うということを考えると、なかなか

良いアイディアがでませんでした。案が出てもコ

ストのことや、伝わりやすさなどを考えなくては

いけなくて、商品開発をするのは難しかったです。

吉田ふるさと村で商品を開発する人の苦労を知り

ました。吉田ふるさと村の商品がたくさん売れて、

吉田が活気づくと良いです。 

  


