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東陽郵便局で行われた販売セレモニー

【写真提供：東陽支所さま】

表彰式後、アカデミー参加者全員で記念撮影（栫地区公民館）

鹿角の小物作り研修会

【写真提供：泉支所さま】

班ごとに議論する大学生たち 大学生に堂々と発表する橋本愛歩さん

大学＆高専生が空き家対策などを議論
～第９回全国大学生政策アカデミーin氷川町～

特産品をふるさと小包に
～東陽ブランド化推進協議会～

鹿角の小物つくり研修会
泉町観光ガイド・インストラクター協会

２７日の午後３時から、中間報告会

が行われた。２８日の本番に向けて、

施策の整理や進捗状況の確認が目

的である。

中間報告会には、全国の大学生や

話を聞きに来た小学生など26人が参

加した。学生はA～Dの4チーム、氷川

町職員チームの計５チームが発表。

パワーポイントや広用紙を用いて、提

示された課題解決へ向けた発表を

行った。それぞれの発表後には、実

行委員や大学教官による質疑応答が

行われ、本番に向けてのアドバイスな

どが伝えられた。

◆県外からの視点

私たちが住む地域の課題を、県外

から来た大学生らが考え、発表してい

るのを聞くことは、とても楽しく興味の

湧くものだった。特に今回のテーマに

もなっている「関係人口」は、私たちに

光情報も掲載されているが、同販売チ

ラシに地域の観光情報が掲載される

のは全国で初めて。

セレモニーに出席した生姜部会会

長の岩丸敏治氏は、「GIマークの表示

がある八代生姜は、主に関東関西方

面へ出荷されるため九州管内では手

に入りにくい。珍しい商品なので、贈り

物などにも喜んでもらえると思う」と話

していた。

さまざまな視点で議論、

切磋琢磨する３日間♪

◆政策アカデミーのテーマ
①関係人口と空き家対策

②関係人口とまちつくり酒屋＆まち

づくり情報銀行の活性化

◆タイムスケジュール
①8/26（14:00～21:00）

・オリエンテーション

・関係人口レクチャー①平 副町長

・関係人口および政策レクチャー②岩本

・グループワーク①

②8/27（9:00～21:00）

・グループワーク②

・中間報告会（プレゼン5分＋質疑）

・グループワーク③

③8/28（9:00～14:00）

・開会式

・プレゼン対決（10分＋質疑5分）

・政策アカデミー10周年記念フォーラム

・表彰式、講評、質疑

８月２６日から３日間、第９回全国大学生政策アカデミーを氷川町栫地区公民館で開催し、

関西や九州の５大学・熊本高専生ら１６人に加え、氷川町職員や大学教官らが参加した。

例年、氷川流域連携事業として開催していたが、コロナ禍を考慮して過去２回は中止。今回

は１０周年というこもあり、住民との交流を避け、氷川町の課題について同公民館でのみ議

論した。ミニコミ紙では３回シリーズで紹介するが、今月は中間報告会について稲本美聖（八

代清流高校１年）がリポートする。

８月５日、五家荘自然塾で鹿角を主

材料とした「鹿角の小物つくり研修会」

が開催された。今年１０月下旬開催予

定の「山ガール・サミットin五家荘」（仮

称）で行われるワークショップの体験メ

ニューを構築するのが目的で、泉町

観光ガイド・インストラクター協会が主

催し、関係者が参加した。

今回は、鹿角とレジン液を使ったペ

ンダントやキーホルダー作りを体験メ

ニューに追加するため、参加者が試

行錯誤しながらの研修会となった。体

験メニュー以外にも、鹿角を使ったラ

ンタンハンガーなど、今後五家荘の特

産品としての研究も行われた。
深く関わりがあり考えるべきテーマで、

新しいアイデアを知ることができ、とて

も勉強になった。

参加した大学生にインタビューを行

うと、「同じテーマで考えていても、観

点が違って、もっと自分たちの発表を

考えられると思った」「自分の住んで

いない地域で新たな経験ができたこと

がありがたい」と反省や感想を話して

くれた。

また、役場チームは、「外からの目

線や若い人の考えが斬新だった」「難

しいテーマだったと思うが、考えてく

れて参考にできる」と話していた。

◆自分の成長に生かしたい

私は２年後、１８歳になり成人を迎え

る。年々減り続ける氷川町の人口を、

「関係人口」という切り口で考えた今

回の発表を聞き、地元にいるからこそ

自分たちにもできることがあると思った。

発表では、「これが実現したら面白

い」と感じるものもあり、これからの氷

川町の可能性を感じた。地元氷川町

を今以上に好きになるために、より多

くの人に氷川町の魅力を知ってもらい

たい。今回の出会いを大切にし、学

び続けたい。

【八代清流高校１年：稲本美聖】

◆無茶振りに対する５期生の反応

まちの課題解決・探究コースでは、

会合や研修会などに参加すると、自

己紹介や活動内容について突然振

られることがある。

今回は、５期生の橋本愛歩（宮原小

６年）さんと田辺眞子（田ノ浦小６年）

さん に発表が求められた。以下、１

期生の感想や参加者のコメント。

▽自身の体験、活動内容について

しっかり話せていたし、突然話を振ら

れても対応していたので、鍛えられて

るなぁと感じた。 ｢人前であんなに長

く話せる小学生すごい！」「小学生か

らキャリア教育をしてるんだね…｣と、

みんな感心していた。

▽成長ぶりに感心し、すごくびっくり

した。今取り組んでることの目的とか、

何について勉強しているのか話せて

いて良かったし、わかりやすかった。

グループのメンバーは、「本当に小

６？大人じゃん！俺たちより話せて

る、凄すぎる」と言っていた。

東陽ブランド化推進協議会と郵便

局との共同企画により、東陽町の特

産品である八代生姜やニホンミツバ

チの蜂蜜などを商品とする「ふるさと

小包」が誕生。８月１日、東陽郵便局

で販売開始セレモニーが行われた。

これは、八代市と市内３１の郵便局

との包括連携協定に基づく連携施策

の一つとして実現したもの。販売チラ

シには、商品と併せて東陽地域の観

いわっちょの面白写真
～天空の城ラピュタ？～

知人が徳之島天城町与名間で見
つけたもので、すぐに「天空の城ラ
ピュタ」をイメージしたそうです。
もしかして、飛行石の上に木が生

えているかも(笑)



　

女性目線のポップの数々が目を引く 経緯や今後の展開について話す橋永氏

夜の交流会で、鴨下専務より新商品の

開発経緯やコンセプトの説明を受ける 加藤氏の取り組みに聞き入る参加者

でんまぁと安城北部店で、鴨下専務より商品についてていねいな説明を受ける

手作業で行う田植えの準備（畔塗り）の様子
～共働学舎にて～

午前 出　発

愛知・岐阜の知人と昼食会

安城市：でんまーと研修

岡崎市：農遊館研修

夜 交流会（鴨下専務）

午前 岡崎城散策、移動

小布施町：小布施屋訪問

小布施町：Agri Union研修

夜 交流会（いいだん会）

午前 小布施町散策

午後 帰　路

６日
（火）

７日
（水）

８日
（木）

◆愛知・長野研修行程

午後

午後

ファーストペンギンになる(39)
良いものを届けたい！の精神を学ぶ♪

愛知・長野の取引先研修～その１

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。

「協力・連帯」と「おひとりさま」のバランス

のとり方について、考えるきっかけになった

のは、2018年の初夏に訪れた長野県小谷

村の真木共働学舎である。長野県小谷村

にある農場で、最寄り駅から山道を登ること

2時間、冬の積雪は２m以上になる。当時、

心身に障がいがある人を含めて１５人ほど

が暮らしていた。

■協力社会～人が第一

共働学舎の理念の一つが「競争社会で

はなく、協力社会を」である。その理念の通

り、農場ではほとんどの農作業は手作業で

行われる。当然、機械よりも時間と手間がか

かるが、障がいの有無や仕事の速い・遅い

に関わらず、皆で少しずつ分担して協力す

る。

１日３食の準備も、居住者が２人１組に

なってかわりばんこで行う。１０人以上の食

事だから、準備には毎回１時間半ほど掛か

る。そこで料理の大変さを実感すると同時

に、別の人が作ったご飯を食べたときには、

「あぁ、なんて美味しいんだろう」とありがた

い気持ちが湧いたものだった。

【彩の国から～人と地球のための新・幸福論⑤】

「連帯論②～競争社会と協力社会」

～鈴嶋克太（子ども記者OB）～

■競争社会～効率性が第一

「競争によって社会全体の富を増やす」と

いう考えをベースにした経済では、これとは

逆のことが起こる。農作物は「売ってお金を

稼ぐもの」になり、機械を使って手間を減ら

すか、作業が速い人が短時間でたくさん生

産した方が良い。また、料理に90分も時間

をかけるぐらいだったら、出来合いの物や

外食に任せた上で、空いた手で畑の生産

性を上げるか、別の仕事をした方が良い。

どちらの場合も、「より多くの生産（収入）を、

より少ない人手で」、ということになる。

■「協力」、でも「人それぞれ」

共働学舎では、コミュニティを構成する人

すべてに役割が与えられ、各人の仕事を

「速さ」（効率性）や「富を生むか否か」で評

価せず、皆で協力して暮らしそのものをつ

くっていく。ただし、そこに「同質性」や「横

並び意識」は伴わず、得意・不得意、速い・

遅い等の「人それぞれ」を尊重し、「おひとり

さま」の領域も保たれている。

僕も含め、世の中の多くの人が効率性

ファーストの「競争社会」に生きていることを

否定するつもりはないが、このような「協力

社会」的なマインドは、日々の生活で部分

的にでも実践できるのではないかと思って

いる。

６日、愛知県にあるでんまぁと安城北部店

を訪れた。「でんまぁと」とはJAあいち中央管

轄の農産物直売所で、現在は安城北部店

の他に２店舗が営業中である。「『食』と『農』

を伝える店」という大きなコンセプトがあり、

その「伝(でん)」の部分から店の名前が付い

たそうだ。

店舗では、青果問屋㈱かもしたの鴨下専

務と、でんまぁと安城北部店の大塚店長が

店内をていねいに案内、説明して下さった。

視察の中で、印象的だった点が３つある。

◆店舗間の行き来を促す

１点目は、各店舗の差別化の工夫だ。消

費者は家からの近さを重視する傾向にある

ため、品ぞろえがどこも同じだと売り上げは

地域の人口に左右されてしまう。でんまぁと

では、それぞれの店舗に限定の商品を置き、

消費者の行き来を促進しているそうだ。実

際、安城北部店は果物に力を入れており、

その後視察した農遊館は野菜を中心に販

売していた。また、農遊館では安城北部店

にはない花や苗、肥料も販売されていた。

◆ポップ作りの腕を磨く

２点目は、年に１回行われるポップ作りコ

ンテストだ。店員数人のグループでポップを

作成し、より魅力的なものを選ぶといったイ

ベントで、店員同士の交流促進、消費者へ

の情報提供、それによる売り上げの向上な

どに貢献している。

店に並んだポップを見てみると、味、おす

すめの食べ方に加え、「(作成者の)子どもが

好き」というコメントがまとめられているものも

あって親近感を覚えた。さらに、普段目にす

るポップは作物の由来や専門的な知識をま

とめたものが多いので、それとは違う新鮮さ

を感じた。

◆試食コーナーに食育ソムリエ

３点目は、試食コーナーが設けられている

ことだ。このコーナーでは、商品をそのまま

試食用に提供するのではない。直売所にお

いて、生産者と消費者の架け橋となる食育

ソムリエと呼ばれる「食」と「農」のプロが、生

産者からおすすめの調理法や食べ方を聞

き、それに沿って調理したものを提供したり、

調理法を教えたりするのだ。

現在はコロナウイルスの感染対策で中止

されているが、顧客からはかなり好評で、

「食べたことがないもの(その地域では珍し

い果物など)も抵抗なく買える」「いつもとは

違う食べ方を知ることができて楽しい、新鮮

だった」といった声が多く届いたという。この

ような試食の提供の仕方を知ったのは初め

てで非常に興味がわいた。

このような積極的で新しい取り組みにより、

同店は毎年売り上げを更新しているそうだ。

成長し続ける店はめったにないが、「良いも

のを届けたい」と話した犬塚さんや鴨下さん

の仕事に対する姿勢が出した結果でもある

と感じた。

【久留米大学１年：髙木萌衣】

８月２９日、東陽町坂より上地区の橋永

農園で、農産物集荷加工と交流サロンとし

ての機能を果たす「ゆめ・工房」の落成式が

行われ、地元住民のほか、町内外から約４

０人が参加した。

昨年１１月、自宅敷地内の納屋を解体し、

本年５月から着工。広さは192㎡で、今後、

冷蔵庫や冷凍庫、真空包装機やシンクなど

が設置される。

橋永高徳氏は、約１haの農地で栗とブ

ルーベリーを栽培。収穫体験のほか、地区

内の農家と連携して県外にも農産物を出荷

している。

橋永氏は、「地域資源を活用して交流人

口の増加や雇用創出を目指し、次世代に

地域の活力を引き継ぎたい」と意気込んで

いる。

ゆめ・工房で、夢実現♪
集荷・加工・交流サロン完成

９月６日から３日間、㈱氷川のぎろっちょの幹部４人で、取引先の販売手法や出荷体制など

の研修を行った。 愛知県では、昨年１２月から柑橘類の出荷が始まった㈱かもしたの鴨下

専務を初めて訪問。長野県では、４年前から柑橘類とリンゴの取り引きを行っている小布施

町の小布施屋と、Agri Union合同会社の深川代表社員を訪問した。

ミニコミ紙では、今回の研修を３回シリーズで紹介する。

９月１２日、氷川町まちつくり酒屋におい

て、「町づくりのレジェンドに学ぶ！」と題し

た講演会があり、約３０人が参加した。

Hikawa City倶楽部が主催。

講師は、ソーシャルビジネスの拠点として

注目を集めている南九州市頴娃（えい）町

で、中心人物として活躍している㈱オコソコ

代表の加藤潤氏。

タツノオトシゴの養殖に始まり、景観を生

かして地元住民と協力したゼロからの観光

地づくり。現在は、住み続けたい町づくりの

ための活動として、コミュニティ大工を組織

し、空き家再生に取り組んでいる。

参加した鈴嶋孝将氏は、「ちゃんとしない

と！を求めない、というのが印象的。小さく

早く色々と試していくことで、失敗しても次

につながるのだと思った」と話していた。

観光、そして空き家事業へ
頴娃町のまちづくり学ぶ


