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フィリピンの貧困地域の現状

岩奥地区を散策中

【写真提供：泉支所さま】

一つひとつ手に取って審査中

【写真提供：東陽支所さま】

ミニコミ 【カラー版】

火の川
ユズ畑の存続のため、皆で応援しよう
八農生ほか、１日で３トンのユズを収穫！

コロナ禍のリンゴ販売
密を避けてわらしべ市

１１月２１日、泉町の梅川農園のユズ

畑で、ユズ３トンの収穫が行われた。

参加したのは、八農泉分校生８人、熊

本市３人、町内５人、そして里山組合

うぃずゆ～等のスタッフ７人の総勢２３

人。

同園では、例年約８トンのユズを収

穫しているが、高齢化に伴い５年ほど

前から八農泉分校生をバイトで雇用。

高校生は地域貢献も兼ね、作業に従

事していた。そして、３年前から同組

合に収穫応援が依頼されている。

同組合の平川康太郎氏は、「当初

は２１日～２３日の予定だったが、天

気予報が思わしくなく、応援者を増員。

２１日だけでほぼ終わり、京都の業者

へ出荷される分を確保でき、安堵して

いる」と話していた。

同園のユズは㈱いずみでも加工さ

れ、地元のみならず全国へ出荷され

ている。

１２月１３日、八農泉分校グリーンラ

イフ科１年生が、「泉・五家荘の文化・

歴史を学ぶ」学習会に参加した。

岩奥地区では、岩村敏博氏の案内

により地区内を散策し、歴史や暮らし

を学んだ。また、泉町観光ガイド・イン

ストラクター協会の炭尚之氏からは、

五家荘歴史や現況、泉町観光ガイ

ド・インストラクター協会の活動の説

明を受けた。

１２月１７日、東陽定住センターで、Ｊ

Ａやつしろ果樹部会主催の加温不知

火品評会が開催された。

外観や糖・酸度について審査が行

われた結果、東陽町からは３人の生

産者が各賞を受賞した。

・金賞：黒田修一氏 （黒渕）

・銀賞：山本義夫氏 （赤山）

・銅賞：開田慎一氏 （差野）

泉の文化・歴史学ぶ
八農高泉分校生

ハウスデコポン品評会
ＪＡやつしろ果樹部会

※昨年8/22の講演＠子ども記者学

習会の参加者からの質問・感想につ

いての回答（最終回）

フィリピンの人はお金が少なく、

お米も毎日食べられるわけではな

く、魚や肉もたまにしか食べられ

ないということを知った。自分が

どれだけ幸せなのかを知った。

「目標を立てて、日々、目的意識を

持って生きよう」というテーマで話した

昨年8月の子ども記者学習会では、

2019年夏のフィリピン滞在経験にも少

し触れた。

現地の貧しい農民の食生活は、上

記の通り。肉や魚は贅沢品、お米さえ

も毎日は食べられない。テーマから離

れた話題だったのだが、参加者の関

心が案外高かったようだ。

◆共感とは

フィリピンの話をしたのは、「共感」の

大切さが念頭にあったからだ。「共感」

とは、「他人の経験や状況を自分の事

として捉える」こと。「共感」を得て初め

て、人は自分の生き方をより良くして

いける。

そういう意味で、「共感」の伴わない

知識はほとんど役に立たない。例え

ば、「日本は食品ロスが多くて、問題

だ」とか「世界の貧困と食糧不足が問

日
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【人生のまくら話⑱～鈴嶋克太】
人生レッスンその３

なぜ食べ物を粗末にしてはいけないのか？

題だ」とか、知識として知っていても共

感が伴わない場合が多い。

フィリピンの貧困地帯で、貧困と栄養

不足に苦しむ人たちを見た時、私は

その原因に「自分自身の生活」が関

わっているのではないかと感じた。日

本、そして、留学先のアメリカといった

豊かな国では、食べ物に困らない生

活を送ってきた。そのしわ寄せが、フィ

リピンのあの村に来ているのではない

か、、、。

◆共感の積み重ね

食べ物を粗末にしてはいけない理

由を、骨身にしみて考えた瞬間だった。

このような「共感」の積み重ねが、私の

価値観や生き方に影響を与えてきた。

自分の小・中・高校時代を振り返ると、

「世界にはどれほど貧しい人がいる

か」ということを知識として知っていて

も、「共感」が伴っていなかった。自分

が食べている物や、「食べ物を粗末に

してはいけない理由」なんて考えたこ

ともなかった。

貧困や食糧問題に限らず、社会の

いろんな事を、単なる知識としてでは

無く、「共感」を伴った生の経験として

学ぶ。その積み重ねによって、自らの

価値観や生き方もアップデートしてい

けるのだと思う。
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いわっちょの面白写真
テレビで紹介されたそうですが、奈良

県大和郡山市に勤務するインターンOG

がSNSで紹介していました。

川沿いの遊歩道に大きく書かれた「蟹

す」という謎の文字。これは災害時にヘリ

コプターが上空から認識しやすいように

書かれたもの。蟹川に水門があるという

ことが分かるよう、「蟹す」と表記('o')

１２月１２日、氷川町まちつくり酒屋

にてわらしべ市が開催され、小布施リ

ンゴを販売した。コロナ禍ということで、

今年は密を避け、わらしべウィークに

より約２週間販売された。

毎年、子ども記者クラブが全国各地

の特産品を販売していたが、今回は

まちの課題解決・探究コース３・４期

生ら９人が半日の交代制。６時間で、

約300ｋｇのリンゴを販売した。

【氷川中２年：稲本美聖】

◆宮原販売センターの営業時間

・平日：午前９時～午後５時

・土曜日：午前９時～午後３時

・日曜日、祝日：お休み



　

左から人吉高校、鹿児島県立川内商工高校、㈱氷川のぎろっちょ【熊本朝日放送】

西氏からアドバイスを受ける中高生たち

ファーストペンギンになる⑳
後輩への引継ぎ、人とのつながりを大切に！

㈱ぎろ、内閣官房のシンポジウムで思いを語る

１１月２９日、「ワカモノによる地方創生」を

テーマに、九州から２つの高校と㈱氷川の

ぎろっちょが登壇し、熊本朝日放送にてシ

ンポジウムが行われた。内閣官房まち・ひ

と・しごと創生本部事務局が主催。

前半は、各チーム１５分でスピーチ。竹山

実李社長と堀川桃子広報部長が「未来の

光を観せるために」と題し、まちの課題解

決・探究コースや耕作放棄地の解消を目

指して会社を設立した経緯などを紹介した。

後半のパネルディスカッションでは、新渡

戸文化高等学校の山藤旅聞氏がファシリ

テーターとなり、過去・現在・未来について

語り合った。以下、発言の概要。

①思いのめばえ～過去：保護者の勧めや、

作文を上手く書きたいという思いから、子ど

も記者クラブへ入会した。

②思いをカタチに～現在：自分たちの本気

度を示すために会社を設立し、失敗も重ね

ながら成長している。

③思いのゆくえ～未来：事業を後輩に引継

ぎ、ネットワークをもっと広げたい。

収録後、同行した小中学生６人は熊本朝

日放送のご好意によりスタジオを見学。そ

の間、登壇した２人は熊本県の取材を受け、

その模様は「気になる！くまもと」Vol.972：１

２月１７日号で大きく紹介された。

https://www.kininaru-k.jp/

オンラインで無料の１７講座、参加者募集
コロナ禍の学びの機会、子どもから大人まで♪

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、

リモート授業、テレワークという言葉を頻

繁に聞くようになりました。自宅にいるこ

とが多くなった今、コロナ禍だからこそで

きることを模索し、ZOOMを使った無料のオ

ンラインセミナーを始めました。

■子どもから大人まで学べる１７講座

セミナーの内容は「生き方に活かす論語」、

「交流分析入門講座」、「Adobe Illustrator

入門講座」、「花屋さんが教えるフラワーアレ

ンジメント」、「ダンスレッスン」「メイキャップ

講座」「セルフネイル講座」「英語で学ぶ異

文化」など１７講座。

テレビの教育番組やYouTubeと違って、講

師と会話しながら受講できる双方向スタイル。

メイクやセルフネイルの講座では実技があり、

「Photoshop」や「Illustrator」の講座では操

作があるので楽しさ倍増です。

受講者は実際に手を動かしながら、分か

らなくなったら講師に質問できるため、確実

にスキルを身につけていらっしゃいます。

■場所を問わずアクセス♪

自宅、カフェと自分の好きなところからOn-

lineセミナーへ参加。使用ディバイス（情報

端末）はパソコン、タブレット、スマートフォン

と様々です。受講者は全国各地から参加さ

れ、中にはアルゼンチン、スイスからの受講

者も。海外からも音声の遅延や画質の乱れ

もなく、どこからでも受講できることも確認で

きました。改めて、インターネットの素晴らし

さを実感しています。

■第１期も継続して参加者募集中

第１期の募集期間は、昨年末から年始に

かけての10日間。口コミのみでの募集にも

かかわらず、221人の方から申し込みをいた

だきました。受講された方から評判を聞いて、

「受講させてください」との声がありましたの

で、現在、申し込みを再開しています。

これを読まれた方もぜひ、受講いただけれ

ばうれしい限りです。第１期はまもなく終了

ですが、今後も内容の見直しや配信方法の

工夫を重ね、第２期、第３期も開催して参り

ます。ご支援のほど、よろしくお願いいたし

ます。

申し込み、詳しい内容等はホームページ

をご覧ください。

☆やまとOn-line seminar

https://yamatoschool.com

エネルギープロダクト株式会社

スマートスクール室：西 泰弘

クイズで学ぶ日本の伝統

①1/25,②2/1

月曜日21時から50分

今回のシンポジウムでは、山藤旅聞先生

とのパネルディスカッションが特に印象に

残った。私は過去に一度、パネルディス

カッションに参加したことがあったが、今回

はオンラインでの参加とLiveということもあり、

最初は不安だった。

しかし、リハーサルで先生が「みんなで楽

しみましょう！」と言ってくださり、とても気持

ちが楽になった。どんな質問がされるのか

私たちは知らなかったが、本番のLiveでは

楽しく話すことができた。

機会があればぜひ、このようなパネルディ

スカッションに参加したいと思った。

【熊本高専１年：堀川桃子】

発表の機会は今まで何度かあったが、テ

レビスタジオで大きなカメラを向けられなが

らという慣れない環境で発表するのは初め

てだったので、とても緊張した。

「この映像が今、全国へリアルタイムで配

信されているんだ」と思うとさらに緊張してし

まい、練習よりも早口になったり、読みなが

ら何度も原稿を見たりしてしまったのが心残

りだ。

しかし、今回のシンポジウムを通して少し

だけ度胸が付いたような気がする。次また

発表する機会がある時は、この経験を活か

したいと思う。

【熊本高専３年：竹山実李】

◆初めてのテレビ局のスタジオ

初めてテレビ局を訪問し、カメラや機材を

触らせていただき、番組は多くの人の連携

プレーで成り立っているのだと改めて感じた。

また、実際にスタジオの席に座ってみて、

竹山さんや堀川さんは生放送でこんなにも

緊張感のある中で収録していたのだと思い、

改めて尊敬した。

私も早く先輩方のように、どんな場面でも

乗り越えられるような精神を持てるように頑

張っていきたい。

【八代中３年：寺岡拓海】

◆先輩方を見習いたい

今回の先輩方の発表を見て、自分とは

やっぱり全然違うなと感じた。たぶん、あの

状況で覚えていることも緊張で全部忘れて

しまい、まともに発表できないと思う。

しかし先輩方は経験が多いのか、緊張の

素振りも見せず、ずっと冷静に振る舞う姿を

見て僕ももっと見習おうと思った。

さらに、本番まで分からなかった質問にも

最初にすぐ答えられたのが凄い。自分は急

に質問などされると、すぐに答えることはで

きない。たとえ答えを思いついても、それを

すぐに口にすることができず、そのまま黙っ

て聞いていることがある。

だから、今回の発表を見て聞いて、自分

がどれだけ未熟なのかを考えさせられた。

【八代二中１年：三好逞心】

収録後、メンバー全員で記念撮影

【西 泰弘 氏】

1965年、熊本生まれ。教育研究家、元文

部科学省中央教育審議会専門部会委員、

元県教育センター・元県教委高校教育課

指導主事。「総合的な学習の時間」の学習

指導要領ほか、多数執筆。

◆中学校以来の論語コースを受講

西先生には、いつも私たちに貴重なアド

バイスや学びの機会をいただているが、今

回は、数ある講座の中から、「生き方に活

かす論語」という講座を受講した。中学校

での授業以来、論語には触れていなかっ

たため少し不安だったが、とても分かりや

すく、楽しく論語を学ぶことができた。

その中で最も心に残ったのは、学而第一

の中の「人知らずして慍みず、亦君子なら

ずや」という一節だ。たとえ他人が自分を

認めてくれなくても不平不満を抱かず、胸

を張って自分の道を貫けるような、強く立

派な人になりたいと思った。

４０分間×2回の短い時間だったが、生き

ていく上で大切な考え方やあるべき姿を

じっくりと考えることができる、とても有意義

な時間だった。

【熊本高専３年：竹山実李】

カメラ撮影入門

①1/27,②2/3

水曜日21時から50分

ダンスレッスン（初心者対

象） ①1/30,②2/6

土曜日19時から40分

オンライン読書会

③1/28,④2/4

木曜日20時から50分

花屋さんが教えるフラワー

アレンジメント①1/30,②2/6

土曜日 18時から40分

英語で学ぶ異文化

①2/9,②2/16

火曜日20時から40分
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