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飛ぶように売れる葉付き生姜

企業や人にフォーカスした冊子作りで、㈱氷川のぎろっちょを取材する宮崎氏（中央）
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火の川

氷川町の魅力を情報発信して交流人口増を！
～Hikawa City 倶楽部、町内外を駆け巡る～

日本遺産「中学生ボランティアガイド」 発足
～東陽中生１８人、しょうが祭でデビュー！！～

１０月２日、東陽定住センターで、日

本遺産「中学生ボランティアガイド」発

足式が開催され、東陽中学校の1～3

年生１８ 人の中学生ボランティアガイ

ドが誕生した。

日本遺産に認定された町内のめが

ね橋や種山石工にまつわる名所など、

東陽町の魅力を市内外に発信。さら

に、「町の地域活性化に繋げたい」と

の生徒らの思いを受け、同校や東陽

まちづくり協議会が連携して結成が実

現した。

同月２３日、東陽しょうが祭で正式デ

ビューを果たした代表の緒方蒼人さ

んは、「訪れた皆さん一人一人に分か

りやすく説明し、東陽町にまた訪れた

い、住みたいと思ってもらいたい 」と

意気込みを語った。

ニターツアーやPRイベントを開催し、

交流人口の拡大が当面の目的です。

☆倶楽部員の構成などは？

～氷川町出身のUターン者や、町外

からの移住者を中心に５人で活動し

ています。

☆これまでの活動は？

～９月と１０月に講師を招いた学習会

を開催し、好評をいただいています。

また、町内の企業や人にフォーカス

した冊子を制作しています。

☆活動を振り返ってどうですか？

～参加者から「学習会が楽しかっ

た」「このような機会に次回も参加

したい」などの反応があり、うれしい

ですね。また、竜北から宮原までを

歩いて回り、豊かな公的空間も知る

ことで新しい可能性を感じることが

出来ました！

活動を通じてつながりが生まれ、

そこから何かが発展していくための

きっかけ作りになり、新しいことが始

まっていけばと思います。

☆今後の活動予定は？

～１２月にイベントや視察などを行い

ます。参加者募集中なので、多くの

方に参加していただきたいです。

１０月２３日、「八代生姜」G I 登録記

念第４８回東陽しょうが祭が石橋公園

および道の駅東陽で開催された。

当日は天候に恵まれ、ＪＡ生姜部会

のテント前は、販売開始と同時に名物

の葉付き生姜を求める来場者で行列

ができていた。

会場内では、農林水産物の販売や

ヤマメのつかみ取り、屋外アクティビ

ティなど、様々なイベントが開催された。

前日に行われた生姜品評会では、

青果の部で山本英生さん（美生）が金

賞を受賞。重量賞では、岩丸敏治さ

んの生姜が１ 位を受賞した。

宮﨑悦子氏
プロフィール
1歳から14歳まで

ドイツ•イタリアで育

ち、同志社大学卒

業後は繊維商社に勤務。消費ばかり

する都会での生活に疑問を感じ 、

2016年10月に南阿蘇村に移住した。

自身が企画した婚活イベントで農

家の修太氏と出会い、2018年に氷川

町に嫁ぎ、子宝にも恵まれ４世代暮ら

し。2022年５月、氷川町でこれからも

楽し く暮 らした い という想いから

「Hikawa City 倶楽部」を立ち上げ、

活動を開始。

３年ぶり、賑わい復活♪
～第４８回東陽しょうが祭～

◆熊日杯第１９回宮原支部ＧＧ大会

１０月２７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：林田好起、２位：林田弘美、３位：

山本愛子、４位：佐々木了、５位：岡田

ナナ子、６位：中田英孝、７位：山口正

人

◆熊日杯第１９回東陽支部ＧＧ大会

９月１５日、東陽運動公園で開催さ

れ、成績は以下のとおり。

【上位入賞者】（敬称略）

１位：中村富雄、２位：山田ヨシ子、３

位：川並勝司、４位：畑中孝二、５位：

高橋クニ子
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五家荘の自然を満喫♪
泉山ガールサミットin八代

１０月２２日から２日間、「山ガールサ

ミットin八代」が五家荘をメイン会場に

開催され、全国から６０人が参加した。

１日目は、五家荘自然塾でワーク

ショップ「鹿の角でアウトドアギアを作

ろう！」と題し、参加者が鹿の角を

使ったランタンハンガーなどを製作。

夕食後、参加者の交流を目的に「夜

カフェ」が開催され、交流を深めた。

２日目は、せんだん轟の滝など３

コースを設定し、参加者は希望する

コースで、秋の五家荘を満喫した。

本年５月に設立され、多様な活動を

行っている「Hikawa City 倶楽部」の

宮崎悦子代表を取材した。

☆倶楽部設立の目的は？

～地形や産業など様々な特色を持

つ氷川町の魅力を、まずは住民の

方々に再認識していただきたい。そ

してSNS等のツールを活用し発信し

ていく体制を作り、情報発信によっ

て町の魅力を感じた人たちに実際

に氷川町を体験してもらうためのモ

◆１２月の活動予定（参加者募集中）

・３日（土）15:00-19:00

ひかわ夕暮れ市@立神峡：美味しいご飯や

音楽、味噌づくりなを楽しむ

・１２日(月)

甲佐町へ視察：移住者が増え、ゲストハウ

スやグランピング施設など新事業が加速

・２１日(水)14:00-16:00

環境学習＠まちつくり酒屋：廃油から出来

るバイオディーゼル燃料を学ぶ

★問合せ先：宮﨑悦子（080-8478-4148）



　

写真左：わらしべについて勉強中、右上：食事の段取りも自分たちで、右下：肥料まきと草取り

ファーストペンギンになる(41)
ストーリー性のある商品開発を考える♪

～まちの課題解決・探究コース５期生合宿～
人が本当に幸せになるためには、どう生

きればいいのか？そして、人の幸福と地球

の幸福を両立するにはどうすればいいの

か？この２点を、自分の言葉で、そして、で

きるだけ自分の経験を基に書きたい。

◆「友だちがいない？」

「僕、友だちがいない」という人がいる。ま

た、友だちがいないことをストレスに感じて

いる人もいる。

辞書を引くと、「友だち」には「互いに心を

許し合って、対等に交わっている人」「志や

行動などを一緒にして、いつも親しく交わっ

ている人々」という定義がある。

「友だち」とは何か？そのことを考えたの

は、僕がアメリカに留学1年目のことだ。当

時の僕は、渡米後、昔からの友人との繋が

りが薄れ、「互いに心を許し合い」「いつも

親しく交わっている」というような友人は少な

いと感じていた。時を重ねて、最近は「友だ

ち」をそういう狭い範囲に限定しなくて良い

と思うようになった。

◆昔は心を許していなくても・・・

高校時代の同級生とは、在学中は受験

勉強で忙しくピリピリしていて、学校外での

付き合いが希薄だったこともあり、当時必ず

しも「互いに心を許し合って」「親しく」という

間柄ではなかった。

【彩の国から～人と地球のための新・幸福論⑧】

「連帯論④「友だちとは？」～鈴嶋克太（子記者OB）～

でも、卒業後、時々会う時などは、「過酷な

受験勉強、お互いに頑張ったよな」という互

いに対するねぎらいの気持ちがいつも込み

上げてくる。昔は格別「友だち」と思ってなく

ても、今振り返ると、「やっぱり友だちだなぁ」

と思うわけである。

◆普段、会うことはなくても・・・

今年の夏、センター大学留学時の友人と

再会を果たした。日本へ留学経験があり、

日本文化に関心が強かった彼は、現在ALT

（外国語指導助手）として高知に在住してい

る。2年ぶりに再会した彼は、「自分の中に

ある、『常に新しいことにトライする精神』は、

センター大学の教育で教えられたと思う」と

言ったが、「僕自身そうだなぁ」と共感した。

留学先の友人とは、彼以外とは誰とも再会

できていない。当然、「普段から親しく交

わっている」とは言えない。それでも僕は、

留学中に文化、精神、スピリットを共有して

いた皆のことを「友だち」と呼びたくなる。

新型コロナの流行は、僕の留学最終学期

のタイミングと重なった。春学期の中頃、突

然キャンパスが閉鎖。多くの学生が離れ離

れになり、授業はリモートに。卒業式も翌年

に延期された（僕は参加できていない）。以

来、心に穴が空いた状態だったが、今夏の

友だちとの再会で埋めることができた。

いわっちょの面白写真 ～え～っ！本気で研究するんですか？(笑)～
知り合いの大学教授より。本気

なんですか？(笑)

働きたくないを、新しく研究テー

マにしたいと思ってまして。働きた

くない研究会も開催したいと思うの

ですが、なにぶんテーマがテーマ

なだけに、なかなか準備しようとい

う気が起きない…

１１月１９日から２日間、まちの課題解決・

探究コース５期生の合宿が熊日宮原販売

センターであった。

【19日】14:30買い物～15:00学習会～17:00

入浴と食事～19:30学習会～21:30フリー

【20日 】7:30起床・ 朝食 ～9:00農作 業 ～

11:20昼食～12:30ふりかえり～13:30終了

今月から学習会のテーマが商品開発とな

り、宮原サービスエリアのお土産を調査した。

その後、１人で３つの商品を選び、プレゼン

や議論を行っている。

そして合宿では、ストーリー性（エピソー

ドや物語性、筋書きが明確など）のある商

品が売れやすいことを教えてもらい、以前

子ども記者クラブで商品開発した「わらしべ

アイス」について学んだ。

今後は、地元の農産物などをぎろっちょ

に結び付ける可能性を考え、デザイナーと

もやり取りし、原価計算などもするそうだ。

２日目は、１期生のテーマである農業のお

手伝い。肥料をふった後、少し草取りをした

だけで疲れてしまった。

今回の合宿は頭を使って大変だったけど、

みんなで泊まるのが一番楽しいし、ダンス

の振り付けも考えた。大人でもむずかしいこ

とを勉強するのはかっこいいので、先輩た

ちに負けないようにがんばりたい。

【宮原小６年：四宮風佳】

アメリカボイジでの生活も、４ヶ月目に

入りました。ボイジに来て驚いたことがた

くさんあり、驚きシリーズでアメリカ話をお

届けしたいと思います。

◆驚きの「自家用車」

９月下旬、コストコに買い物に行った帰り、

なんと日本の救急車が私たちの横を横切

りました！驚いて追従すると、救急車には

「東栄町」の文字が。ネットで調べると、愛

知県の町だと分かりました。 ドライバー

は私服の女性の方で、自家用車として

使っているようでした。日本で使われてい

た救急車が、まさかボイジで走っている

なんて。驚きの救急車遭遇でした。

◆驚きの「仮装」

アメリカのハロウィンには、「Trunk or

treat」というイベントがあります。車のト

ランクをハロウィン仕様に仮装した車が広

場に集まり、子どもたちにお菓子を振る舞

います。

１０月になると至るところで行われ、ボ

イジ周辺でも４０箇所以上の場所であった

ようです。移動も簡単、車社会のアメリカ

ならではの発想なのかもしれません。手

の込んだトランクの仮装は、どれも見応え

抜群！仮装もお菓子も全て善意のボラン

ティアで、ボイジの方々の気持ちを有り難

く受け取ったハロウィンでした。

アイダホ州にて、新生活②
驚きの自動車たち(゜o゜)

～横道圭恵（氷川町早尾出身）～
◆第２２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。

【リンゴと北海道ウィーク】

１２月１０日（土）～１６日（金）

【年越し・家族団らんウィーク】

１２月１７日（土）～２３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。


