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白髪山天然石橋を近くで見る一行

【写真提供：東陽支所さま】

記念講演をする江藤訓重氏（小国町在住） オンラインで久しぶりに再会し、笑顔の宮原好きネットのメンバー

写真左：大学生と子どもの交流（2002年）、写真右：宮原好きネット交流会（2009年/東京）
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インターンが日本を変える？そして恩返し！
～大学生のまちづくり参加と関係人口を議論～

日本遺産の魅力を伝える
～日本遺産ガイド講習会開催～

春が来た！東陽さくら祭り♪
「道の駅東陽」開駅１周年記念

◆江藤訓重（えとうくんしげ）氏

小国町木魂館の館長時代より、全国のま

ちづくりのリーダー的存在。地域づくりイン

ターンを発案・実践ほか、九州ツーリズム大

学や各種セミナーなどを開校し、そのネット

ワークは計り知れない。

３月１３日、地域づくりインターン受け

入れ２０周年記念フォーラム「大学生

のまちづくり参加と関係人口」を熊日

宮原販売センターで開催した。若者

の人材育成と関係人口を考える学会

主催（会長：井上芳恵氏）。コロナ禍で

参者を制限し、１２都府県からオンライ

ン７人を含む２３人が参加した。

第１部のインターン受け入れ経過報

告に続き、第２部では阿蘇環境デザイ

ンセンター事務局長の江藤訓重氏が

『人を育て、人をつなぎ、地域を創

る！』」と題して講演。

「地域住民と都会の大学生の組み

合わせが刺激的で、鯖キムチの会が

発足。２０年ほど経ってから、小国町

の応援など恩返しが始まった」など、イ

ンターン事業の成果を紹介した。

２月１７日、日本遺産の魅力を辿る

ルートを歩き、実際のガイド手法を学

ぶことを目的とした日本遺産ガイド講

習会が開催され、約３０人が参加した。

参加者は石匠館を出発すると、橋本

勘五郎の生家、権三別当堂の石垣、

白髪山天然石橋、菅原神社のひねり

灯篭、若宮神社のひねり灯篭を見て

回り、石匠館館長の話を聴き、説明板

を見て石造文化の知識を深めた。

また、講師を務めた観光ガイドのプ

ロである東川隆太郎氏（ 鹿児島県在

任）の軽快なトークに聞き入る場面も

多くあり、日本遺産の情報を伝えるだ

けではなく、人に伝わる話し方や地域

のおもてなしの大切さなどを学んだ。

3学期の復習、高校入試に
熊日中１・２・３クラブがオススメ！

★中１・２・３クラブ

熊日では、中１・２クラブを年３回発行し、

熊日購読の有無に関わらず無料で配布し

ております。科目は数学、英語、国語の３教

科で、各学期の復習に最適です♪

また中３クラブは毎月発行で、私立高校の

入試問題、県立高校の入試予想問題のほ

か、進学のアドバイスなど盛りだくさん。こち

らは、熊日購読の方のみの配布です。

◆申込みとお届け

ご希望の方は、熊日宮原販売センター

（62-3868）へお申込み下さい。弊店に冊子

が到着後、弊店より各ご家庭へお届けいた

します。

日程：３月２７日（日）

時間：午前９時～午後４時

場所：道の駅「東陽」

※桜並木道の一部が、午前８時３０分

から午後５時までの間、歩行者天国と

なります。

※販売ブース ：ヤマメ塩焼き・生姜料

理・ジビエ料理など

※ガラポン抽選会（先着800名様） ：せ

せらぎや販売ブースでお買い物分、

1,000円毎に1回抽選できます。テレビ

や空気清浄機など、豪華賞品あり♪

◆夜桜ライトアップ

道の駅東陽周辺の桜の開花時期に合

わせて、18時30分～21時に実施。

【問合せ先】

東陽まちづくり協議会（65-2210）立場が変わっ
ても交流継続
井上芳恵氏

（龍谷大学准教授）
インターン事業開始から20周年、おめで

とうございます。私自身、2000年の学生時

代に地域づくりインターン事業で他地域に

参加しました。

宮原インターンには2002年から、そして

2004年に宮原好きネット設立に関わりまし

たが、立場や世代が変わっても、学生、教

員、保護者？！と様々な立場で関わり続

けることができる、それが関係人口としての

魅力です。

様々な周年事業をきっかけにお声がけ

いただき、懐かしい顔ぶれと接点が持てる

ことも楽しみの一つです。今後ともよろしく

お願いします。

感想を入れる
司会は難しい
三好逞心君

（八代二中２年）
昨年１０月に続き、今回２回目の司会を

やりました。前回はほぼ進行をするだけで

したが、今回はプログラムの間に自分の感

想を入れたので、短時間で考えるのがとて

も難しかったです。今後は後輩が司会をや

りますが、本当に難しいので頑張って欲し

いです。

また、関係人口について農村の話があり、

私は東陽町出身なので親近感が湧き、

しっかりと聴くことができたと思います。

そして、東陽町でも関係人口を増やす活

動を行って欲しいし、自分も今後の活動で

しっかりと学びを活かせるように頑張りたい

です。

地域づくりインターン

20周年記念フォーラム

地域づくり

インターン

懐かしい

シーン

第３部の鼎談（ていだん）では、井

上芳恵氏をコーディネーターに、イン

ターンOGの久保友美氏（同学会事

務局長）が、関係性の構築手法とコロ

ナ禍の展開について問題提起。

江藤氏は「お互いが居心地がいい

関係づくり」「インターンが市民権を得

て、地域おこし協力隊などが生まれ、

定住などにつながっている」。また、

参加者からは「宮原好きネットなどの

コミュニティが必要」などの発言があっ

た。【裏面関連】

◇地域づくりインターン

1996年より２年間、旧国土庁が「若者の地

方体験交流支援事業」（通称地域づくりイン

ターン事業）を試験的に実施。2000年より国

土交通省主催で実施され、最初の２年間は

同省の補助事業だが、３年目からは各自治

体等の単独事業となる。

旧宮原町が2001年に着手し、2007年から

宮原好きネット、2011年からは熊日宮原販

売センターが主催している。



　

写真左：ボーリング対決は接戦！、写真右：合格＆卒業おめでとう♪

エリアンサスの定植作業中

ファーストペンギンになる(33)
受験を終えて、次なるステップへ♪
課題解決コース１期生・卒業だよ、全員集合！

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。

「ホームラン」と突然TVが叫ぶ また誰か

の夢が壊れる音がする（さだまさし 作詞作

曲『甲子園』より）

僕たちのための平和と 世の中の平和と

が少しずつずれ始めている（同上『遥かな

るクリスマス』より）

どこかの国で戦さが起きたとTVのNEWS

が言う（・・・）怖いねと振り返れば番組はも

う笑いに変わってた（・・・）僕等はむしろこ

の狭い部屋の平和で手一杯だもの（同上

『前夜(桃百鳥)』より）

◆エコな生活～理想と現実～

僕は環境活動を仕事にしているので、気

候変動、森林減少、プラスチックごみといっ

た問題についてはそれなりに意識していて、

それらの問題が、世界中の人々の暮らしと

幸せを損ねる大問題だということも知ってい

る。

でも、どれだけ「自分はエコを心がけてい

る」と思っても、日々の生活ではちょっとした

「快適さの追求」と「エコ」が両立しない場

【心のリセット～格言さんぽ⑬～鈴嶋克太】
自分の幸せ、世の中の幸せ

面が多いのが現状だ。

◆自分の幸せ、世の中の幸せ

昨年5月、本連載で「一人一人が、本当の

『幸せ』を追い求めるようになれば、地球上

の諸問題は解決するのではないか」というこ

とを書いたが、実はこれはかなり難しい。

というのも、自分の幸せや喜びが、誰かの

不幸せや悲しみになることもある。例えば、

２～３月は入試の合格発表の時期だが、

「自分一人の合格は誰か一人の不合格

だった」という視点を持つのはなかなか難し

い。

また、誰かの悲しみに思いを馳せるのも

つかの間。結局は、自分の幸せに満足して

しまうのも人の性だ。例えば、朝、テレビで

戦争や地域紛争のニュースを見る。少し気

になったので、昼に新聞をいつもより注意

深く読む。でも、夕方には当たり前のように

ご飯をお腹いっぱい食べて、満足する自分

がいる。

世の中の幸せと自分の幸せを、完璧に両

立させるのは難しい。自分の幸せを全部犠

牲にして、世の中のためだけに行動するの

も難しい。しかし、「自分は幸せだが、一方

で誰かがそれを奪われていること」を忘れな

い－これくらいなら、誰にだってできると思う。

地域づくりインターンOB・OGのメッセージ～その１

３月５日、国道３号沿いの畑に、果樹の敷

きわらに利用するためにエリアンサス３０株

の定植を行った。

◆お祝いの言葉に寄せて
【高橋仁美：2008熊本大・徳島在住】

この度は地域づくりインターン20周年、お

めでとうございます。

私は大学4年生の時に、数日だけ宮原で

のインターンに参加させていただきました。

もう約15年も前のことで、今も岩本さんが若

者を巻き込んだまちづくりの活動をされて

いることに、ただただ凄いと思っております。

インターンをきっかけに、宮原好きネットな

どの全国さまざまな方々とお知り合いにな

れたことは大きな財産です。社会人時代の

悩みや愚痴を好きネットの皆さんに聞いて

いただいていたり、私ごとですが今の家族と

の縁もこちらでつながっていたり、本当に人

生何があるか分からないなぁと感慨深いで

す。

最後に、これから新しく地域づくりインター

ンに関わる皆さん、そして岩本さんやこれま

でにインターンに関わられた皆さんのご多

幸お祈りしています。

◆多くの出会いに感謝
【本田和寛：2010・11信州大・東京在住】

おそらく他の参加者の皆さんと動機が違う、

同級生のおっちゃんがやってるという理由

で参加しました・・・

今思い返すと、正解がないものを色々な

考え方のメンバーで試行錯誤しながら導き

出す過程が、とても良い経験になったと

思っています。また、全国の大学生、イン

ターンOBOGの諸先輩方と出会えたことが

大きな財産になっています。

ただ一つ心残りがあり、当時に戻れるなら

ば、新聞担当者をもっと労ってあげれれば

良かったなと思っています（笑）

「まちづくり」に直接関わる仕事はしていま

せんが、「まちづくり」のマインドや視点は今

でも持ち続けているつもりです。今後３０周

年、４０周年と続いて行くことを楽しみにして

います！

◆太ってしまったインターン
【中村翔平：2014東洋大・埼玉在住】

【杉本 陽：2014宮崎大・新潟在住】

インターン20周年おめでとうございます。

私たちは、インターン期間中に太ってしまっ

た！というう貴重な存在です。毎日の３度の

食事、そして差し入れや夜食などが、とても

美味しかったのです♪

参加してから月日が経ち、自分たちの衰

えを感じると共に、Facebookでこども記者ク

ラブの皆さんの成長を実感しています。

大学時代にインターンに参加し、様々なこ

とを学べたと思っております！大学にいた

だけでは会うことのないような人に出会い、

たくさんの経験をさせて頂きました。あと、ブ

ラックモンブランと夜食のラーメンの美味し

さ、カラオケの楽しさも学びました！（笑）シ

ングルの布団に、デブ2人で寝ることの辛さ

も味わいました！（笑）

遠い新潟と埼玉の地から、皆さんの益々

の発展と健康を願っております！

㈱氷川のぎろっちょでは、町の景観を

良くするために町内の耕作放棄地で国道３

号沿いの農地を重点的に借用。この内、４

月から店舗が建つ農地が決まったので、草

刈りだけ行ったいた農地にレモン２種類３２

本とニオイヒバ３０本を定植した。

当初は野菜の実験栽培も行っていたが、

雑草処理に手間がかかり時間も無いため、

昨年度から果樹中心に方針を転換。氷川

幹部交番南側の農地４．２haは、レモン３種

類８５本、梅・雑柑・プラム２４本、神榊１８０

本とエゴノキ８０本の定植が完了した。

また、４月からは穴掘り機械を活用して硬

盤層に穴を開け、もみ殻を詰めて水はけ対

策に取り組み、来年２月にはレモン７０本の

定植を行う予定である。

【氷川中３年：稲本美聖】

耕作放棄地は果樹中心で！

いわっちょの面白写真 ～棚田の風景♪～
うきは市浮羽町

のつづら棚田は、

約7ヘクタールの

田んぼが広がり、

1999年に日本棚

田百選に選出。

そして、棚田を

ひな壇に見立て

た桃の節句の恒

例行事、秋には

彼岸花が咲き、

絶景が見られる

そうです！

一度は行って

みたいものです♪

３月７日、まちの課題解決・探究コース１

期生の３人が受験を終えて高校卒業という

ことで、久しぶりに全員集合！回転寿司で

の食事後、ボーリングやゲームを楽しんだ。

私たち１期生は、2016年３月から活動を

開始し、耕作放棄地の解消をテーマに

2017年２月に㈱氷川のぎろっちょを設立。

その後、部活や受験勉強で多忙になり、全

員がそろったのは３年ぶりだった。

３人は４月から福岡と熊本の学校に自宅

から通学する予定で、また５人して可愛い

後輩たちと一緒に活動できることを楽しみ

にしている♪

【熊本高専４年：竹山実李】

2017年3月、結婚の挨拶で来町

2013年3月、卒業

2014年8月、立神峡にて


