
【編集発行】  熊日宮原販売センター

 八代郡氷川町栫１６－３

 ℡　0965‐62‐3868　Fax62－2867

  E-mail　kuma-miya@rainbow.plala.or.jp

５期生に質問をぶつける大学生

【写真提供：東陽支所さま】

左から山口教示・村上芳寿・村上常義さん

第304号
2021.11.28

ミニコミ 【カラー版】

火の川

木の枝などを伐採するボランティア

【写真提供：泉支所さま】

10月より毎月１回、大学生と子どもたちのオン
ラインゼミを開催。教授も参加され、大学生の
提案を実現するための議論を行っている。

品評会で入賞した大きなショウガ

1994年に開窯した平木孝幸氏
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子どもたちとの交流で新たな気づきアリ
渡辺修司（摂南大）～インターンレポート2/2

３千人の来場者で賑わう
～第４７回東陽しょうが祭～
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私は今回の交流で、大人の感覚と

子どもの感覚の違いを実感した。その

ため、私はこれから企画を考える際に

は、相手の立場に立って考えることを

意識して行おうと思う。

さらに、これらの意見は大人だけで

は出てこないと思う。お菓子を食べな

がら楽しく交流することで、良い意見

が出たのだと思う。このようなユニーク

な会議によって、新しい考え方が生ま

れると思う。

【摂南大学２年：渡辺修司】

新作を手に取って♪
陶房「立神峡」で窯開き

宮原販売センターでは、まちづくりに関心のある大学生を地域づくりインター

ンとして受け入れており、今夏は８月２０日から１０日間、関西より２人が参加し

た。ミニコミ紙では、彼らが学んだことや感じたことを２回シリーズで紹介する。

◆小学生の視点

まちの課題解決・探究コースの子ど

もたちとの交流を通じて思ったことは、

私たち大学生には思いつかない視点

から意見を述べることである。

具体的には、５期生がまち歩きマッ

プを作っているときに、まち歩きをして

発見した課題をいろいろ人の立場で

話し合っていた。その時に、「川の気

持ちでゴミがあったら嫌」とか、「外国

人の立場で看板が読みにくい」など自

分や家族以外の立場でも課題を考え

ていたことである。

そこで、自分の持たなかった視点を

再発見させられた。今まで考えていた

ことは、現状の改善ばかりだったので、

人々が実際にどう思っているかや、観

光客や川などの自然まで幅広い視点

を持つことによって、人間の都合でし

か考えていなかった問題以外のことが

見つかるかもしれないと思った。

私も、根本的な課題解決策や政策

提言の目標を考える際には、1度遠く

から考え直し、このように柔軟な考え

方を意識して取り組みたいと思う。

◆経験豊かな中学生

また、ガキ大将キャンプに主催者側

として参加した３期生には、「楽しかっ

たこと」「もっとこうしたらよくなると思う

こと」「次はは何をしたいか」について

聞いた。彼らは活動４年目であり、経

験に基づいた意見を聞くことができた。

具体的には、「肝試しをもっと充実さ

せるために」とか、「水道の音が怖い」

など、実際に参加したからこその意見

と、大人とは違う視点をもつ当事者と

しての意見が聞けた。

◆熊日杯第１８回宮原支部ＧＧ大会

１０月２９日、桜ケ丘運動公園で開催

され、成績は以下のとおり。

【上位入賞者】（敬称略）

１位：村上芳寿、２位：村上常義、３位：

山口教示、４位：久保和子、５位：氏原

悦子、６位：小林春子、７位：上村秀敏、

８位：佐々木了

◆第２１回わらしべ市
毎年恒例のわらしべ市は 、昨年と

同様に密を避けるために 、２週に分

けて全国の特産品の販売が行われ

ます。

メインのリンゴは、例年１トンほど販

売していますが 、今年は不作により

収穫量は通常の半分とのことで 、早

めにお求めください。

なお、今年は氷川町観光物産協会

のイベントが、土曜日のみ同時開催

されます。

【リンゴと北海道ウィーク】

１２月１１日（土）～１７日（金）

【年越し・家族団らんウィーク】

１２月１８日（土）～２５日（金）

【場 所】 氷川町まちつくり酒屋

【おもな産地】

北海道おおぞら町・ニセコ町、群馬県

みなかみ町、長野県小布施町、愛媛

県宇和島町、宮崎県都農町

くわしくは、１２月上旬の新聞折り込

みチラシをご覧ください。

紅葉祭前に、清掃活動
泉町観光協会＆建設業協会

１０月１９日、泉町観光協会は紅葉

祭を前に、観光客に気持ちよく訪れ

てもらおうと、五家荘の道路沿いの清

掃活動を行った。

当日は早朝から観光協会の会員や

事務局員のほか、呼びかけに応じた

泉町建設業協会の会員など総勢１６

人が参加。道路に覆いかぶさる木の

枝の伐採や、路肩の草刈り、落石の

除去、ごみ拾いに汗を流した。

１０月２４日、「道の駅東陽」開駅記

念第４７回東陽しょうが祭が開催され

た。今年は新型コロナウイルス感染防

止対策として、ステージイベントの中

止や会場を２か所に分散するなど新

たなスタイルの祭となった。当日は天

候にも恵まれ、新ショウガを買い求め

るお客さんなど約3,000人の来場者で

にぎわった。

ＪＡ生姜選果場では、ドライブスルー

方式でのショウガの販売とショウガ菓

子のおもてなしがあり、購入者からは

「ショウガは重いので、買いやすくてと

ても良かった」と好評だった。一方で、

生姜選果場まで足を運ばず、道の駅

で買い物を済まされる人も多くみられ

た。

道の駅東陽では、入賞ショウガの展

示や農林産物販売会、ガラポン抽選

会が開催。入賞ショウガに見入ってい

た来場者から、「こんなに大きくて立派

なショウガは初めて見た」と驚きの声

が上がっていた。

また、前日の品評会には、155点の

ショウガが出品。重量賞で新記録とな

る23.9㎏が計量されると、審査会場は

驚きの声と拍手で包まれた。

１１月２０日から４日間、立神峡里地

公園にある陶房「立神峡」で窯開きが

あった。例年春に開催されていたが、

コロナの影響で今年は秋の開催となっ

た。

初日には約４０人が足を運び、新作

の皿や酒器などを求めていた。

なお、陶房では土曜日の午前と午後

に３時間の陶芸教室を行っており、月

謝は５千円。平木孝幸氏は、「日々の

暮らしの中で使う器を、自分で作るの

は楽しいですよ」と話していた。

【連絡先】090(2960)7302



　来春開校予定のやまと高等学校の西泰弘校
長より、社会で求められる人材について講演

なんとか３品を完成させ、やったー♪新聞店の作業場では小布施の商品を販売 10/23みんなでサツマイモの収穫中

ファーストペンギンになる(30)
未来の光を、観せるために！

～子記者10周年＆課題解決コース5周年2/2～
子ども記者OB。東大前期教養を経てアメ

リカへ留学。学んだことやフィリピンの貧困

地支援の経験を活かし、現在東京にて国

際支援団体と環境NGOに勤務。自らの視

野を広げた偉人の名言を、皆さんにシェア

する。

◆好きなことは仕事にできない？

学生時代、将来の職業についてあれこれ

悩んでいたとき、ある社会人の人から、「本

当に好きなことを仕事にしてる人なんてい

ないよ」と言われたことがある。その時は、

「やっぱりそうですよね」と相槌を打ったが、

「そんなはずない」と内心ひそかに反抗して

いたことを思い出す。

今日紹介するのは、米・スタンフォード大

学で起業家養成講座などを教えているティ

ナ・シーリグさんの本『20歳のときに知って

おきたかったこと』から。最初に読んだのは

高校生の時だったが、社会人になってジワ

ジワと心に響いてくる言葉だ。

「生きることの達人は、仕事と遊び、労働と

余暇、心と体、教育と娯楽、愛と宗教の区

別をつけない。何をやるにしろ、その道で

卓越していることを目指す。仕事か遊びか

は周りが決めてくれる。当人にとっては、つ

ねに仕事であり遊びでもあるのだ。」

【心のリセット～格言さんぽ⑩～鈴嶋克太】
『遊びを仕事に～人生の達人を目指して

◆仕事と遊びの区別をつけるな

「学生の間は、よく学び、よく遊べ」と言わ

れる。「一生懸命勉強するだけでなく、部活

や課外活動に取り組み、とことん遊ぶことが、

人間としての成長につながる」ということだ。

一方、「社会人はよく働き、よく遊べ」という

言葉はあまり聞かない。その理由として、多

くの大人が仕事と遊びを分けており、「遊び

＝仕事の苦労から自分を解放させるもの」

というふうに考えている現状があると思う。

ティナさんが言っているのは、「仕事と遊び

の区別をつけるな」ということだ。

「生きることの達人は、仕事と遊びの区別

をつけない」とは何だろう。ここでいう「遊

び」は、お出かけ、買い物などの単なる消

費的行動とは違い、「楽しいと感じることに、

心の赴くままに打ち込む」という意味であろ

う。

また、「生きることの達人」とは「生きるのが

上手な人」という意味で、経済的に成功し

ている人、地位が高い人ということではない。

つまり、経済的成功や地位に関係なく、人

生を十分に生きるには、「遊び」の延長線

上で仕事をしよう、ということだ。

とは言っても、「遊び＝仕事」を実現するの

はそれほど簡単ではない。道のりは長く、

険しそうだが、私も少しずつ目指したいと

思っている。

初合宿で自炊＆勉強
課題解決コース５期生

いわっちょの面白写真
～夫婦喧嘩の翌日の愛妻弁当～

夫婦喧嘩の翌日の愛妻弁当は、別名

「復習弁当」とも言うそうな。ご飯の下に

おかずが入っているとか、箸入れにご飯

＆弁当箱に箸だけとかも。面白い♪

前回に続き、２回目の今回は、やまと高等

学校の概要、並びに西泰弘校長の講演に

対する保護者の感想を紹介する。

◆やまと高校には、３つの学舎がある

講演では、最初にやまと高校の教諭より、

高校の概要、並びに広域通信制の特長に

ついて説明があった。そよ風学舎(学習等

支援施設)では、学習支援に加え、添削課

題作成の支援、テスト対策学習のほか、面

接指導(スクーリング)にも対応される。

そよ風学舎は、熊本、福岡、鹿児島とリ

モート校の４校があり、通学が難しい生徒

は自宅で学ぶこととなる。

また、ベーシックコース、自分の好きを極

めるクエストコース、大学入試を目指すアド

バンスコースがある。

◆３か所で個別相談会を開催

１２月１２日（日）と２月６日（日）に、熊本、

福岡、鹿児島で個別相談会が開催される。

また、ホームページからの相談にも対応し

ている。

設立までの山あり谷ありのお話

もありましたが、人との出会い、

またその後のお付き合いがいか

に重要か、大切にしていかなけ

ればならないか、子どもたちにとって、勉強

になったと思います。

講演では、『自分が苦手な事を

頑張るより得意な人に任せた方

がいい。』というお話しがあり、な

んか気持ちがスーッとなりました。

出来ない事も頑張らないと！って気負って

いましたが、お互い得意な事を補い合いな

がらやっていけば、もっと効率的で上手く

行くんだと気付かされました。

１０月２３日の１６時から翌日の１４時まで、

課題解決コース５期生の初合宿を行った。

夕食のメニュー決定から買い物まで、全て

自分たちで行うのが合宿の基本。

鶏の唐揚げ、チャーハン、そしてジャガイ

モのコンソメスープを係を決めて作った。

少々首をかしげる場面もあったが、なんと

か完成し、にぎやかに食事を楽しんだ。

マンダラチャートでのアイディア出し、大

学生とのオンラインゼミにも参加。次回は、

忘年会の幹事として段取り上手を目指す。

１１月７日、熊日宮原販売センターで月夜

の農業クラブのミニ収穫祭があり、１４人が

参加した。みんなで育てた芋やサツマイモ

の天ぷら、小布施町のリンゴやジュースなど

を販売した。

私の担当は金庫係（お金のやり取り）だっ

た。仕事をしながら気づいたのは、周りの先

輩の人はお客さんがいたらすぐに声をかけ

て、商品の説明をしていたこと。そして、小

学生にアドバイスをして、みんなをまとめて

くれた。

お客さんとのやり取りでは、毎年楽しみに

しているという人もいた。来年は、もっと周り

を見て気づきをたくさん見つけて、お客さん

との交流を楽しんで販売したい。もっと自分

から積極的に行動し、小布施町のことも調

べておきたい。

【田ノ浦小５年：田辺眞子】

周りをしっかり見よう！～月夜の農業クラブ・ミニ収穫祭～

子どもたちがもっとゆっくりとした

時間の中で、様々な体験や経験

を通して自ら考え、何をするかを

自分で一つ一つ決め挑戦してい

く姿を応援したいという思いが益々強くなり

ました。先生のバイタリティには全然敵いま

せんが、勇気とパワーを頂いたので、自分

のできることを頑張りたいと思います。

私が知っている学校の先生の

イメージとは違って、より子どもに

寄り添う学校の在り方を示されて

いました。これだと学校行きたい！

学びたい！と、私でも思ってしまいます。

伝える能力があるかどうか、子

どもたちが今から生きていく上

でも大事なことですが、私自身

大人として親として必要なことだ

と、普段から痛感しています。子どもたちも

自分なりに受け止め感じたことを、今後の

活動にいかして欲しいと思います。


