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終了後、知事を囲んで記念撮影

花壇つくりを行う八農分校生
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通常点検を行う団員
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蒲島知事を囲んで、八代在住の７人が活動状況と夢を紹介（八代市坂本町）

新刊～グルメミステリー♪

蒲島知事、㈱氷川のぎろっちょを高く評価
～くまもとジャンプアップ『跳』トーク～八代地域編～

いわっちょの面白写真～アニメ～
私が行ったことがない都道府

県は４県ですが、いつも人に会う

だけの名所知らず(笑)

鹿児島指宿温泉には、タイガー

・ウッズが「スヌーピーが寝てる」と

言った山があるとか。ん～(>_<)

一方、私がしばらく住んでいた

長野県小布施町の近くには「めぞ

ん一刻」というアパートが！！高橋

留美子先生は了承済み？(^-^;

氷川流域からは、宮崎修太氏（氷川

町西網道）と岩本が参加した。（以下、

岩本の発表概要と知事のコメント）

・４年前にまちの課題解決・探究コー

スを設立、まち歩き等を通して課題を

検討。１期生は耕作放棄地の解消を

目指し、㈱氷川のぎろっちょを設立。

・2030年、このような学びを経験した若

者１０人が、地元で産業と人財育成に

携わる地域マネージャーとして活躍す

ることを目指している。

親子で学ぼう♪
氷川の生き物学習会
・日時：８月１８日（日）９：３０～１１：３０

・場所：東陽定住センター大研修室

（八代市東陽町南１０５８－１）

・内容： 川の生き物～講話と実習

※雨天等で水位が高い場合は氷川

での実習は中止し、屋内メニューのみ。

・持参物：濡れてもよい服装、水に入

れる運動靴（サンダルは不可）

・募集人数：氷川流域の小学５，６年

生及び保護者 30名（申込順）

・申込期限：８月１４日（水）

・申込先：東陽支所 地域振興課
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６月２２日、サッカーの中体連があっ

た。３年生は最後なので、監督は「悔

いを残さないよう、思いっきりやってこ

い！」と声をかけた。

実は、中体連前の練習では気を抜

いていたので、監督から怒られ反省し

ていた。でも、前日には気合い十分

だった。

最初の試合は八代中と対戦し、同級

生の友田くんや内徳くんの活躍もあっ

て勝利した。

２回戦は、八代でも強いと言われて

いる八代１中で、戦う準備はできてい

たけど、惜しくも負けてしまった。

僕はレギュラーではなかったので、

ベンチから応援をしていた。「ナイス

チャレンジ」「ナイスキーパー」「ナイス

キック」などの声をかけ、選手に届い

たと思う。

３年生の引退後、ぼくはキーパーで

レギュラーになるので、これからいろい

ろ努力し、来年の中体連では優勝目

指して頑張りたい。

【氷川中１年：山本遥介】

来年はレギュラーで♪
中体連サッカー大会

７月１４ 日、鏡消防署で東陽方面

隊幹部団員（部長以上）１６人と新入

団員（入団３年未満） ３人の総員１９

人による規律訓練が実施された。

ます幹部団員と新入団員に分かれ

て各個訓練を行い、その後、全員参

加による訓練へ移行。最後の通常点

検では、各分団長が入れ替わりなが

ら指揮者を務めた。

短時間ではあったが、消防署員の

丁寧で細やかな指導を受け、消防団

員として必要とされる部隊訓練の基

礎と規律心を学んだ。

幹部・新入団員訓練

市消防団東陽方面隊

こだわりの革細工展
国内外の厳選した皮革を使用し、

職人の手仕事で仕上げた革細工。古

布を利用した小物展も同時開催。

・期日：８月２０日（火）～９月１日（日）

月・祝日は閉館

・時間：１０：００～１７：００

・場所：氷川町まちつくり酒屋

Tel ５３－５５５０

分校生は花キューピット

～泉支所の花壇つくり～

八代農業高等学校泉分校の生徒

が、泉支所の花壇つくりを２日間行っ

た。

まず、７月５日は花壇の整備、９日

は花のを植えつけた。マリーゴールド、

サルビア、サルビアファリナセアなど

のかわいい花がきれいに植えられ、

素敵な花壇に仕上げられた。
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７月１９日、県民対話事業「くまもとジャンプアップ『跳』トーク」が八代市坂本町

社会福祉協議会で行われ、蒲島知事と八代地域で観光、地域づくり、農業など

に取組む７人が意見交換を行った。県広報課の主催事業。

【蒲島知事のコメント】

非常に感銘を受けた。子どもたちの

心の発達に効果があり、このような経

験を通じて地域の魅力や価値を自ら

知ることになる。将来的には、地域の

ために頑張ろうと意欲を持った子ども

たちが帰って来る。とても夢がある。

（おまけ・広報課職員より）

知事は帰庁後に農林水産部との協

議の折、「氷川町でクラウドファンディ

ングにより子どもたちが、耕作放棄地

の解消に取り組む素晴らしい事例が

ある」と、嬉しそうにお話しされました。



　

フィリピン人スタッフとの打ち合わせ

龍谷大学の学食

貧しい山村での集会（7/27）

伏見稲荷神社 京都市で懇親会

京都鉄道博物館

ふろしきの活用法 デザインについて学ぶ

名古屋市立大学・三浦先生の講義に参加・発表

３期生の作業服購入

国道３号の草取り

京都産業大学 大津市の田中さん宅

ファーストペンギンになる④
県外研修、１府３県を駆け抜ける

【人生のまくら話②～鈴嶋克太】
国際協力は人間協力

～『外国人』としての経験から学んだこと～

３期生は国道３号歩道の草取り～第２弾～

課題解決コース２期生

は、７月１３日から２泊３

日の合宿を行った。春

から取り組んでいる国道

３号上りの歩道1400ｍ

の草取り作業を行う予

定であったが、雨天の

ため３日目の午前中の

みの作業となった。

これに伴い、歩道の草

取り作業協力者へのプ

レゼントを検討。８月に、

ヒアリング調査などを行

うことを議論した。

なお、名前入り作業服

一式が納品され、今後

の活動等で着用する。

☆３つの視点で考える

今回の合宿では、草

取りの協力要請のお礼

のプレゼントを考え、デ

ザインまで決めることは

できなかった。また、実

用性のあるものを作るこ

とが難しかった。

できるだけ受け取って

下さる側が、喜んで使っ

てもらえるように努力す

ることが大切だと思った。

考える時、自分たち、

相手、そして世間一般

の立ち場から考えること

が重要なことだと思った。

地蔵も懐中電灯も、完

成できるように協力して

取り組みたい。

【八代中２年：寺岡拓海】

☆前回より楽な草取り

以前草取りをした時は、

土が多くて体力をたくさ

ん使ったり、時間がか

かったりしたけど、今回

は草だけで時間もかか

らなかったし、軽い力で

できてよかった。

また、おっちゃん（岩

本）を含めた５人でやる

中で、前より積極的に動

いて、みんな協力するこ

とができたので、よかっ

たと思う。
【氷川中１年：稲本美聖】

◆おもな研修日程

・23日：宮原発→愛知

県豊田市の吉橋さんを

訪問（ふろしきの活用と

岩本川での保全活動）

→名古屋市で大人６人

が参加して懇親会

・24日：名古屋市立大

学の三浦先生訪問（活

動報告、大学生の発表）

→名古屋港水族館→京

都府南山城村の奥西さ

んを訪問（デザインとは

何か）→三重県伊賀市を

散策

・25日：京都鉄道博物

館→龍谷大学の井上先

生訪問（大学生の活動）

→伏見稲荷神社→京都

市で大人９人が参加して

懇親会→京都タワー

・26日：京都産業大学

の滋野先生を訪問（現代

社会学と大学生の活動）

→滋賀県大津市の田中

さん（宮原出身）宅を訪

問→帰路

７月２３日から３泊４日の

日程で、第８回子ども記者

クラブ県外研修を行い、小

中高生７人が参加した。

今回は、愛知、三重、京

都、滋賀の１府３県を駆け

抜け、３大学を訪問。また、

各分野で活動している知人

等を訪問し、各地で歓待を

受けた。

今月１８日に研修報告会

を開催し、参加者の感想等

は９月号のカラー版から毎

月掲載する。

フィリピンに来てから２か月が経った。

インターン先は日本人スタッフ２人、

フィリピン人４人の小規模な国際協力

NGOである。貧しい農村の人々に対

して、所得向上を目的としたソーシャ

ルビジネスを行っている。地域の産品

開発を行い、人々の所得を向上する

のが主な事業だ。

「国際」協力と言うと「国と国の協力」

という何か大層な響きがするが、結局

の所は「人間」協力なのではなかろう

か。経営が上手くいくか否かに関係な

く、国際ビジネス、特に社会課題の解

決を目的としたソーシャルビジネスに

は特有の難しさがある。

新

連

載

子ども記者OBで、東京大学に進学

した鈴島克太くん 。休暇時に日本の

みならず世界各地へ足を運び 、もっ

と世界を知りたい！と同大学を休学

し、昨年９月からアメリカへ留学して

いる。

彼の経験を後輩たちへ！という依

頼を快諾し、先月号から始まった連

載。今回は、夏季休暇中のフィリピン

でのインターンシップの活動である。

ちなみに、タイトルの「人生のまくら

話 」とは、思いついた ことを落語の

「まくら」的に場の空気を盛り上げると、

彼がまだ若くて人生の「本題」を経験

していないの意。

インターン開始から２か月、現地住

民、フィリピン人スタッフとの会合の段

取り、綿密な意思疎通、理解の共有

に大半の時間を費やす日々が続い

た。コミュニケーションにそんなに時

間がかかるのなら、最初から現地人

だけの力に任せておけば良いではな

いかと思う人もいるかもしれない。

しかし、地元の人だけでは気付き得

ない課題、解決できない社会課題が

存在することは否めない。その課題に

対して、そとの視点からアプローチし、

解決を試みることは確かに必要であ

ろう。その「そと」の人間が外国人であ

る場合、言語、文化、価値観における

現地住民・スタッフとのギャップは一

層大きい。

その違いを乗り越えていく過程こそ

が、辛抱強いコミュニケーションを通し

た信頼構築・合意形成という人間同

士の「人間」協力なのである。

この様に考えると、高校の「数学」が

２泊３日の合宿で議論＆草取り～課題解決コース２期生～

いつかっすっと？
夏休みかったい！

毎月、熊日読者のご家庭へお届けして

いる中３クラブに加え、７月は2020進学

ナビ（130ページ）があります。私立高校

の制服や公立・私立の学校紹介など盛り

だくさんです。

また、１学期の復習に最適な中１、中２

クラブも今月発行で、こちらは熊日購読

の有無に関係なくお届けします。

いずれも、ご希望の方は宮原販売セン

ター（62-3868）へ申込み下さい。

例えば、事業実施地の村にて、経

済状況把握のための集会や戸別調

査を実施するという場合、かなり綿密

な段取りが必要だ。というのも、外国

人である日本人が田舎の農村に入る

というのは、現地住民にとって慣れな

いことである。良い言葉使いや明確な

目的・意図の伝え方等、相手に対し

て良い印象を与える意識を常に持っ

ていなければ、外国人だからという理

由で疑いや嫌悪感を持たれる可能性

がある。

また、通訳として同行するフィリピン

人スタッフとも、訪村前の打ち合わせ

にはかなりの時間を割き、理解の齟

齬（そご：物事がうまくかみ合わないこと）を

無くしておかなければならない。訪村

時にスタッフ間の認識のずれが露呈

した場合、現地住民は困惑する。信

頼関係構築の阻害要因、となるので

ある。


