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火の川

谷井消防長より消火活動で表彰

【写真提供：東陽支所さま】

クリスマスリース作りを行う参加者

【写真提供：泉支所さま】

羽釜と薪で炊いたご飯は美味い♪

LINE公式アカウントの３つのプラン
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坂より上地区（東陽町）の役に立ちたい
小中高大生の「愛のカタチ」、進展中～♪

住民の手で初期消火
～八代広域消防長表彰～
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防災訓練で炊出し♪
～氷川町河原地区～

昨年８月、京産大生と摂南大生の２人が東陽町坂より上地区で調査を行い、

地域活性化へ向けて３つの提案を行った。10月から月１回のペースでオンライ

ン会議がスタートし、SNSによる情報発信の企画を検討している。

◆ツイッターからラインに変更

オンライン会議は、まちの課題解決・

探究コースの定例学習会時に１時間

のため十分な議論は難しいが、大学

生からの提案を受けて議論している。

１月１５日の会議では、提案の１つで

ある「坂より上SNSプロジェクト」につい

て企画書の提案があった。当初はツ

イッターを検討していたが、４つのSNS

を比較した結果、ラインによる坂より上

地区の情報発信。さらに、ゼミ内にお

ける情報発信の成果が報告された。

また、１期生の堀川から「地区の方

は年齢層が高いと思うが、公式ライン

を運営できるのか？」との質問に対し、

「年配の方も使われているし、使い方

のサポートも行う」とのことだった。

議論を経て、私としてはラインのアン

ケート機能を使って、施設や体験プロ

グラムの予約をできるよう提案したいと

思っている。

◆コース４・５期生も提案を！

大学生の提案には、地区内の石垣

を活用するチョークアートと、来年度

の五右衛門風呂設置に伴う間伐体験

がある。前者は５期生が検討済みで、

後者は今月末までに４期生が検討し、

２月中に坂より上地区へ３つの企画書

を提案する予定である。
【熊本高専４年：竹山実李】

親子でクリスマスリース作り
泉町観光ガイド・インストラクター協会

１２月１９日、ふれあいセンターいず

みにおいて、親子で作ろう「クリスマス

リース作りとミニ門松作り体験イベン

ト」が行われた。新型コロナの感染が

落ち着きを見せてきた中、体験を通じ

ての親子の触れ合いや楽しい思い出

を作ってもらおうと、泉町観光ガイド・

インストラクター協会が感染防止対策

を講じて実施。

当日は、五家荘で門松の制作をし

ている高木出さん、同じく五家荘でガ

イド・インストラクター協会、しゃくなげ

会の会員として活動している高尾扶

佐子さん、左座春喜さん、結城英子さ

んを講師に、幼児・小学生の親子１２

人が参加した。

熊本市内から参加した寺嶋さんは、

「子どもたちも普段触れることのない

自然のものに触れられて、楽しそう

だった。今後も、このようなイベントを

ぜひ続けて欲しい」と話していた。

１０月１７日に、東陽町南地区で建物

火災が発生。近隣住民の隈部圭一郎

さん、隈部紀子さん、徳永隆夫さん、

木村克美さん、水本やよいさんの５人

の初期消火により、延焼拡大と人命へ

の危険を未然に防ぐことができた。

この勇気ある行動に対し、１１月３０

日、八代広域行政事務組合消防本部

で消防長表彰式が行われ、谷井消防

長から感謝の言葉と表彰状が贈られ

た。

１１月７日、氷川町河原地区公民館

で、防災訓練の一環として災害時炊

出しが実施され、４２人が参加した。同

地区の主催。

羽釜と薪を使った炊出しではおこげ

ができ、参加者は昔を懐かしんだ。羽

釜のご飯を食べたことが無い住民もい

たが、みんなで食べながら様々な話し

で盛り上がり、交流を楽しんだ。

◆目標やターゲットをしっかり！

SNSの運用とは、どのようなものか。

そのことを検証するために、私の大学

のゼミで１カ月間、ツイッターの投稿

を行ってみて思ったことがある。

「誰にどんな内容を読んで欲しいの

か？」という目標やターゲットを明確

にしなければ、何をしているのか運営

側も見ている側も、興味を示さない。

これからは、何のために投稿するの

かをしっかりと運営側で共有し、読み

手に「読んでみたい！」と思ってもら

えるような投稿を意識し、SNSプロジェ

クトに活かしたい。

【摂南大学２年：渡辺修司

１月２３日開催予定の「お菓子の家作りコンテスト」は、コロナ感

染者拡大のため、延期といたしました（熊日宮原販売センター）

知っとる？知らん？⑦
【安いお米をおいしくする裏技】

お米もピンキリですが、

安いお米でも美味しく

炊ける裏技があります。

それは、お米を炊く

時に、小さじ一杯のハチミツを入れる

方法。ハチミツに含まれるアミラーゼと

いう酵素が、米のでんぷんを分解して

甘さを引き出し、ブランド米のようなお

いしい味に変身♪お米の保水性も高

まり、ふっくらと炊き上がります。

いわっちょの面白写真
～ユニークな消防士さんたち♪～
知人がフェイスブックで紹介していた、

面白い門松。明治神宮の北参道入口近

くの消防署らしく、放水する筒先（管槍）

を使って制作したと。さらにボードには、

拡散希望のメッセージまで(笑)
◆手厳しい指摘？

これに対し、私たちのボスである岩

本さんから、以下の指摘があった。

①企画書として、体を成していない。６

W2Hに加え、効果・課題・今後の展開

まで書こう。たとえ自信が無くとも、地

元協議ではこういう事をしたい！と伝

えるべき。

②ゼミのツイッターは、だれをターゲッ

トにしているのか分からない。面白そ

う！読みたい！と思えるキャッチコ

ピーを冒頭に書くのも一策。ターゲッ

トを絞って目標を明確にすれば、正し

い努力ができて成果につながる。



　

西校長の話しに聞き入る宮大院生

【メモ】西校長と根岸副学部長は、まちの課題
解決・探究コースのアドバイザー

12/11親子で忘年会in ビニールハウス 1/7-8合宿の夕飯は任せて（３期生）

1/8-9合宿で発想力バトル、楽しい夕飯/たこ焼き・焼き鳥・おにぎり・味噌汁♪（５期生）

１２月２８日のミニ忘年会後、池上眞平氏の講義へ向けてオンラインで顔合せ

ファーストペンギンになる(3１)
多様な人たちとの協働を学ぶ！
富士フィルムHDの元取締役常務執行役員より講義

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。

お正月はとっくに過ぎましたが、明けまし

ておめでとうございます。今年も、私の連載

をよろしくお願いいたします。

今年最初の「格言さんぽ」は、楽聖 ルート

ヴィヒ・ヴァン・ベートーベンだ。「楽聖」とは

「音楽の聖人」ということで、「とても偉大な

音楽家」という意味なのだが、日本では

ベートーベンに対してしか使われない。

それほど偉大であり、現代の人から好か

れているというわけだが、日本では特に交

響曲第九番「歓喜の歌」が毎年、年の瀬に

全国各地で演奏されるほど人気である。

年の瀬に第九をやるという文化は、日本

以外にはほとんど無く、やったとしても「数

年に一回の大事な記念日に」という国がほ

とんどだというから、世界中の第九の９割ぐ

らいは日本で演奏されている気がする。

そんな第九だが、第一楽章から聞くと、最

初はかなり暗く、おどろおどろしい雰囲気か

ら始まって、途中明るくなったかと思ったら、

また暗闇に引き戻されて、そしてようやく

【心のリセット～格言さんぽ⑪～鈴嶋克太】
『苦悩を突き抜けて歓喜にいたれ!』

「喜びの歌」があらわれてくるという構成に

なっている。

ベートーベンという人は、恵まれない家庭

環境、難聴、健康の問題、人間関係など、

若い時から本当に苦労が多い。第九を作っ

た晩年でも、彼自身は相変わらず苦しみの

中にあり、「喜び」の状態に到達していない

ように思う。作曲時の心境を知ることができ

るものとして、次のような言葉を残している。
『私たちは、ひたすら悩み、そして歓喜す

るために生まれついている。最善なのは、

苦悩を突き抜けて歓喜にいたることだ』

せっかく生きるのなら、人生は喜びにあふ

れている方が良い。どれだけ「苦しみが人

を強くする」とか、「苦しんだ分だけ喜びが

わかる」とか言っても、自ら進んで苦しみの

道に足を踏み入れたい、とは誰も思わない。

しかし、人生には時として、自分ではどう

しようも無いような苦しみが来るときがある。

そんな苦しみの中でも、いや、そんな時こ

そ、喜びをより一層強く求め、より力強く前

を向いて歩いていける。

２０２２年、皆さんに喜びが訪れる一年に

なりますように！

氷川の「教育と地域づくり」学ぶ～宮崎大学大学院生～

◆多様性に対するスキルを身に付けたい

年齢や国、職業分野を問わず、全ての人

と同じ目の高さで意見交換をするという信

念が、成功の鍵だと思った。

一緒に働いたり研究したりしていると、

ちょっとクセがある人や自分と考えが違うな

という人に必ず出会う。しかし、「こんな人も

いるんだな」と受け入れ、多様性に対する

スキルを身につけようと思った。

池上さんのプロジェクト中のエピソードが

とても面白く、もっとお話を聞きたくなった。

写真に写る側も良いが、カメラを買って撮り

たくなった。

【熊本高専２年：堀川桃子】

◆志を持ち続けることが大切

自分の立場や地位にとらわれず、自身の

「こんなことがやりたい！」という志を持ち続

ける姿勢に心を打たれた。

池上さんは、富士フイルムの一社員として

企業の発展に貢献する一方、非公式の仕

事や研究をされて、私だったら勇気が足り

ずにあと一歩踏み出せないような事を、沢

山チャレンジして来られた。

その結果、非公式のお仕事や研究であっ

ても、会社の上司やライバル企業の研究者

にも“Congratulation!!”と言わせてしまうよう

な業績を実現されており、志を持ち続ける

事の大切さを感じた。

研究や勉強、㈱ぎろでの活動において活

用すべき点をたくさん学べたので、今後の

課題解決活動で沢山活かしていきたい。

【熊本高専４年：竹山実李】

◇池上眞平氏のプロフィール
京大工学研究科修士課程卒(物理化学&写

真科学専攻)。富士フイルム&富士フイルム

ホールディングス(研究開発、知的財産etc

を担当)：元取締役常務執行役員。

◆講義の概要

☆テーマ：研究開発の醍醐味～常識を

覆す&多様な人達との協働～

☆内 容：

o世界初/世界一の製品開発の経験談から、

学生さんにとって有用な行動指針の抽出と

それらの実行に期待。(即実行項目と、将来

実行項目への分類が大切)

o常識を覆すためのKey Points

・始めの一歩と詰めの一歩を重視 (注：出来

ない理由探しは、始めの一歩を阻止)

・多様な人たちとの協働による困難克服

・多様な人たちとの協働に必須の精神

＊業務内容に貴賎なし

＊全ての業務から学べる

＊全ての人から学べる

１月１６日、大学院生４名（修士課程１年）

とともに、熊日宮原販売センターを訪問させ

ていただいた。訪問の趣旨は、教育と地域

づくりについて氷川流域における実践的な

取り組みを学び、大学院生の修士論文作

成に生かすためだ。

４名の内３名は、社会人（県教育委員会事

務局職員、県立商業高校の先生、保険代

理店経営）。これからの時代に教育と地域

づくりはどのように関連し、どのような取り組

みを行うべきなのか、子ども記者クラブ・課

題解決コースの実践的な取り組みに学んだ。

また、西校長から学校における組織マネ

ジメント、リーダーシップのあり方等につい

て多くを学んだ。これからもまた、氷川流域まちの課題解決・探究コースフォト～楽しんでます～

の取り組みから学ばせて戴ければと思う。

【宮崎大学地域資源創成学部教授・副学

部長（教務担当）：根岸裕孝】

2022.1.10熊日

１２月２８日、やまと高校の西校長からの

紹介で、富士フィルムHDの元取締役常務

執行役員であった池上眞平氏との顔合せ

をオンラインで行った。池上氏は、同社に

て４つの世界初・世界一の製品開発を手が

けた実績がある。

退職後は、社会への恩返しとして「教育

の場における後輩達との相互の学び」を実

践。そして、１月１５日には㈱ぎろの竹山と

堀川に対し、オンライン講義をしていただ

いた。２人の感想は、右記のとおり。


