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全国の話をたくさん聞いて楽しかった

菅原道真ゆかりの左座家屋敷で茶会

【写真提供：泉支所さま】
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清掃作業を行うクライマー

【写真提供：東陽支所さま】

名古屋での表彰式後の記念撮影（中央が竹山実李さん、右が堀川桃子さん）

１１月１０日、八代クライミング協会

の主催で、熊本市や水俣市、鹿児島

県のクライマー２０人が参加し、河俣

川の河原ゴミの一斉清掃が行われた。

河俣川河原はボルダリングに適し

た大きさの岩が多数あり、きれいな水

が流れ、クライマーにとってすごく魅

力的なエリアになっている。そこに、

県道から投げ捨てられたと思われる

クライマーがボランティア！～河俣川を一斉清掃～

琵琶演奏や茶会も開催

泉町・五家荘紅葉祭

１０月２７日ら１１月３０日まで、五家

荘一帯で開催されていた「五家荘紅

葉祭」が終了した。今年も紅く染まっ

た山々の紅葉狩りを楽しみに、多く

の観光客が訪れた。

今年は五家荘紅葉祭の周知を目

的に、１０月下旬にＪＲ新八代駅構内

で紅葉祭オープニングＰＲイベントが

開催された。

また、祭り期間中、五家荘地域振

興会主催のイベントも行われ、五家

荘一帯が賑わいをみせた。

中高生が「ＳＤＧｓの最先端」と絶賛
最優秀賞授賞式とプレゼンテーション

初めてで緊張したよ

東京から雑誌ソトコトの取材

１１月３０日、ソトコトという雑誌の取

材があり、東京から３人来られた。私

たちまちの課題解決コース４期生が

水路や氷川を調査した結果を話し

合っていると、パシッとカメラの音が

何回も聞こえた。

おやつタイムになってから一緒にお

かしを食べながら、「こんな活動をし

ていることにおどろいたし、取材した

中で最年少記録だよ！」と話された。

私は名刺交換の時に、相手の目を

見て話せなかったので、次回からは

気を付けたいと思った。

【宮原小５年：四宮咲弥】

SDGsで、未来を拓く。
(株)氷川のぎろっちょ設立２周年およ

びSDGｓまちづくりアイディアコンテス

ト最優秀賞受賞記念フォーラム

１．日 時：2020年2月23日（日）

9:30～11:50

２．場 所：熊本県立劇場大会議室

３．内 容：３部構成

・第１部：地方創生・SDGsの概要説明

田中由紀氏（内閣官房まち・ひと・

しごと創生本部事務局次長）

・第２部：まちの課題解決・探究コース

の活動報告（1～4期生）

・第３部：パネルディスカッション

テーマ：前半「SDGsを使いこなす」企

業が、勝ち抜く

後半「SDGsに参加する」高校

生が、入試に勝つ

パネラー

・田中由紀氏（ 前 同 ）

・根岸裕孝氏（宮崎大学副学部長）

・西 泰弘氏（鎮西高校教頭補佐）

・竹山実李（㈱ぎろ代表取締役社長）

・堀川桃子（㈱ぎろ地域づくり部長）

コーディネーター

・岩本 剛（東洋大学非常勤講師）

受賞おめでとうございます。本当に

素晴らしいプレゼンでした。町が抱え

ているいろんな課題を、この月夜にみ

んなで農作業をやろうよ！ということで

解決しようという点が非常に素晴らし

いと思いますし、いま山藤先生もおっ

しゃいましたけど、特別な何か資産と

か道具とかそういうのがいらなくて、た

だ時間帯をちょっとずらして考えよう

よ！という発想1つで、これをきちんと

乗り切ろうとしたアイディアが本当に素

晴らしいなと思いました。

そしてプレゼンも非常に上手でした

し、中で説明されたチームの名前とか

或いは今回のプロジェクトのタイトルと

か、すごく聞いている私たちもワクワク

すようなものばかりで、きっといろんな

人たちがこれに参加したいな！って思

うだろうなと思いましたし、きっとトラク

ターも買ってもらえるじゃないかな～な

んて思いながら聞いていました。

大変よく練られたプレゼンであり、中

身もそのように審査の時に思いました。

実は、今年は国連総会でＳＤＧｓが

テーマ取り上げられたんですね。その

時に、安倍総理に２つ大切な物がある

と申し上げたのが、１つは本日のテー

マである地方創生。そしてもう1つは、

企業が大事と。それを高校生ですで

に両方やっていることが、本当にすご

いな、最先端を走っているな！と思い

ました。

蟹江憲史氏

慶應義塾大学大学院政策・メ

ディア研究科教授。国連大学

サステイナビリティ高等研究所

シニアリサーチフェロー。SDGs

研究の第一人者。

河口真理子氏

(株)大和総研 研究主幹。アナ

リスト業務を経て、環境経営、

CSR、ESG投資、エシカル消費

などサステナビリテイ全般の調

査研究に従事。

圧倒的にすごいアイディアでずば抜

けて、全国の生徒たちがこのアイディ

アを聞いた時に「いや～、真似できな

い！」と言うのではなくて、ちょっとした

変化で農業を夜やっちゃおうと。そし

たらワクワク感が湧いてきて、仲間も増

えていくんじゃないかと。そういう起点

のずらし方というか、発想が本当に素

晴らしいなと思いました。

それと保護者を巻き込みながら２世

代、または地元のおじいちゃんやお

ばあちゃんからサポートしてもらってい

ることが想像出来て、３世代に関わっ

ているプロジェクトになっているという

のも、非常に素晴らしいなと思いまし

山藤旅聞氏

Think the Earth コミュニケー

ター。SDGsを取り入れた教育

デザインの紹介やプロジェクト

の作り方など、全国で授業や

講演を展開。

スが出来ていて、そして収支計画も出

来ていて、かつトラクターをゲットする

戦略もしっかり練られているということ

に、ものすごい将来性を感じました。

そして、町への愛！これがあふれて

いるのがとっても素敵だな 、大人も

きっと素敵な方が多いんだろうな、とい

うのを考えながらお話を伺いました。

ありがとうございました。

竹嶋理恵氏

(株)電通TeamSDGsプロジェク

トリーダー。環境・ツーリズム・

地域振興・教育・食品など様々

な商品やサービスのプランニ

ングに携わる。

楽しく聞かせて戴きました。蟹江先

生と同じなのですけど、大人顔負けの

戦略と子どもらしさというのが見事にブ

レンドされていて、アイディアとしては

子どもは夜に外に出るのが楽しいよね、

というような自分たちもそういえば楽し

かったな！というのを抱きつつも、やっ

ておられることは実際にビニールハウ

１１月９日、SDGｓまちづくりアイディ

アコンテストの表彰式が名古屋市で

行われ、最優秀賞を受賞した(株)氷川

のぎろっちょから 、竹山実李さんと堀

川桃子さんが出席した。

その後、トップバッターで同社がプレ

ゼンテーションを行ったが、その折の

審査員からのコメントを紹介する。

なお、今回の受賞を記念し、右記の

とおりフォーラムを開催する。

プ
ロ
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ェ
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照

空き缶や、流れ着いたペットボトルな

どのゴミが散乱している。そこで、日

頃ボルダリングを楽しんでいる有志

が集い、感謝の気持ちを込めて実施

した。



応援していた大学生チームと記念撮影

～新・ムーンライト伝説の概要～

名古屋市で行われる授賞式でのプレゼンへ向けて練習中

　

先生、職員、学生。いろんな人がワーク
ショップを開くBuilding Bridges and

Community Day.

ファーストペンギンになる⑨
月夜の農業は、ワクワク感がたまらないよ♪

いわっちょの面白写真
～着替えるもの大変～

名古屋市の名鉄百貨店にある、

待ち合わせに最適な大きな人形

「ナナちゃん」は、身長が6ｍ10㎝！

そんなナナちゃんは、季節によっ

て大変身！着替えるにはリフトが

不可欠で、簡単じゃないわ('◇')

11/28日本農業新聞（33万部）に、㈱氷

川のぎろっちょが紹介されました↓

連

載

㈱氷川のぎろっちょは耕作放

棄地の削減を目標としているが、

今回のコンテストでは「子どもは

昼間は学校や部活で忙しいが、

月や星を見るのが大好きで、夜

に外へ出るとワクワクする！」と

いうのがアイディアのはじまり。

満月を含む１週間の間に90分

程度の農作業を行うことで、以下

の５つの課題解決を目指す。

その１～耕作放棄地解消の場作り

参加しやすい時間帯の農作業で、情

報発信力も高まる。活動拠点は、ビ

ニールハウス♪

その２～子どもの学びの場作り

親子で農業を体験してもらいながら、

子ども記者クラブや課題解決コース

への入会者を増やす♪

その３～婚活の場作り

満月の夜は、ポジティブに！独身の

男女の新たな出会いの場に♪

その４～高齢者の生きがいの場作り

豊富な経験を活かし、私たちでは出

来ない仕事をサポートしてもらう♪

その５～大学入試改革対策の場作り

2020年度から社会貢献活動が合否判

定に影響するため、実績を作ろう♪

◆アーティスト豊富なキャンパス

留学中のセンター大学には、音

楽から演劇、美術まで、アーティス

トがたくさんいて、１１月になると毎

週のようにコンサートやら発表会が

続く。僕も、オーケストラ、演劇、カ

ントリーミュージックの演奏など、毎

週何かしらの催しを見に・聞きに

行った。

学生数1,500人程度の小さい学

校で、ここまで芸術活動が盛んな

のは正直驚きだ。芸術系を専攻し

ている学生は割合で言うと1％だが、

他の学問を専攻しながら芸術系の

授業を取る学生はたくさんいる。し

かも、アメリカの大学教育は大学院

修士課程で完了するから、学部で

音楽と生物を両方専攻し、大学院

で生物に専念しそのまま科学者に

なる、ということも可能である。

◆教養としての芸術

僕の大学に限らず、アメリカの大学は芸

術に熱心な学生が多い。かといって、そ

れら学生の皆が音楽家や画家になるわ

けではない。要するに、プロ養成のため

の教育としてでなくて、教養としての芸術

教育という位置づけなのだ。

音楽にしても、基礎を修得

したり音符通りに演奏したり

することは基本の基で、曲に

対するストーリーや情感は、

自分で頭をひねらないと出

てこないし「表現」できない。

それだけに、練習に練習を重ねて、本

番で「表現」できた時の喜びはひとしおで、

この喜びこそが、どんなに他のことが忙し

くても僕が音楽を止められない理由に

なっている。

◆副専攻と化した音楽

僕の方はというと、10歳の時

に県立劇場での師走のベート

ーヴェン・第九演奏会に連れ

て行かれて以来、音楽の呪縛

から抜け出せていない（笑）

「アメリカに来てからは、専攻の国際関係

の勉強にどっぷり漬かるのだろうな」と思っ

ていたが、やはり音楽に対する欲求には

抗えず、今学期は合唱の授業二つ、声楽

のレッスン、バイオリンのレッスンに取り組

んでいた。自分でもやり過ぎだと思うが、い

ずれも大学で提供されている授業なので、

しっかりと単位がもらえるのである。

音楽好きとしてこんなに嬉しいことはない。

専攻は相変わらず国際関係だが、週10時

間は音楽に費やしていたので、もはや自

称・副専攻と化してしまった。

【人生のまくら話⑦～鈴嶋克太】
芸術の秋～芸術は教養だ！～

新・ムーンライト伝説


