８回「地域協育実践交流集会」感想 Mail(到着順)
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この度は大勢の学生共々大変お世話になり、誠に有り難うございました。先ほど、無事尾道へ戻

って参りました。
（学生はそれぞれ自宅への帰途に着いています。
）
帰りのバスで二日間の振り返りを発表し合いましたが、学生は多くの学びや気づきをいただいた
ようで、大変感激していました。
高校生の頑張りには、大学生として大きな刺激も得たようで、また、何よりも、”パワフルなお
とな”の皆さんとのご縁にあこがれや大きな宝物をいただいたようで、今後の人生において、さま
ざまな場面で役に立ててくれるものと確信しています。実行委員の皆さまにもよろしくお伝えくだ
さい。今後ともよろしくお願いいたします。
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ＮＰＯおのみち寺子屋

理事長

柿本 和彦

お疲れさまでした。今夜、北海道の竹内さん、北秋田市の松田さんが、関さんと一緒に新居浜に

来てくれました。大洲の話をすると大変感動したと話されていました。また、メールで感想を送る
と言われていました。
3

新居浜市

篠原

茂

この度は大変お世話になりました。お疲れのことと思います。それもこれもあなたのご尽力のお

蔭と感謝しています。私の担当したインタビューダイアローグも非力な私ながら、皆さんの助けで、
今まで以上に多いに盛り上がりました。may の話は思わずジーンときましたね。文部科学省とのコラ
ボもあって、報告雑務が待ちうけていると思いますが、体調に気をつけてお励みください。とりあ
えず略儀ながらメールにてご慰労まで。
4

人間牧場主・年輪塾々長

若松

進一

おはようございます。この二日間は、本当にありがとうございました！迷惑ばかりお掛けしまし

たが、愛媛の地で沢山の刺激をいただきました。本当に感謝申し上げます。昨晩、無事に新潟に到
着しました。また今回の学びを力に、精進していきたいと思います。今後とも、どうぞよろしくお
願いいたします。
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NPO 縁塾

角野仁美

地域実践交流会お世話になりました。文部科学省の四人の方、無事空港に送り届けました。みき

ゃんも武智さんに無事渡すことができました。本当にお疲れ様でした。充実した２日間を過ごすこ
とができ、今日からの活力になりました。ありがとうございました。
さくら児童クラブ
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谷川礼子

本当にお疲れさまでした。実行委員とは名ばかりのいろいろなことを仙波さんと長島さんにして

いただき、感謝以外の言葉はありません。今年は特に大変でしたね。文部科学省からお金が出たの
で、全国から様々な取り組みが聞けたことは大きな収穫でした。これが来年につながることを願っ
ています。若い人が参加するというのも、活力が感じられていいですね。来年度は高校生の取り組
みをもっと広げて、高校の先生方にも多く参加していただきたいと思います。何はともあれ、しば

らくはゆっくり休んでください。ポストイットの文章を打つくらいのことはしますので、原稿をく
ださい。
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堺

雅子

第８回地域教育実践交流集会 お疲れ様でした。大変にやわらかな雰囲気の、お土地柄を感じま

した。きっとお遍路さんなど異郷の方を温かく迎えてこられた文化が、多様性や柔軟性を生み出し
たのだと思います。
愛媛県バンザイ！！ 交流会の成功万歳！！
フェリーの時刻や事例発表者の都合などあって、めいっぱい参加しきれなかったことを申しわけ
なく思っています。また、来年？？？？ますますのご発展を祈念しております。 山口 宇都宮通子
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お疲れ様でした。いい会でしたね。たくさんの刺激をいただきました。司会をした方々

がたのしんでやってくださったようでよかったです。特に若い力、高校生や大学生の力に
感激しました。普通のおばちゃんも頑張らねばと心新たにした次第です。
松山
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佐藤

郁子

今回、私が感動したのは、ボランティアサークルＭＡＹの取組でした。涙もろくなったのでしょ

うか。不覚にも、あの発表の高校生の発言で、目頭が熱くなり、胸がいっぱいになりました。大人
の事情で、行き場のない子どもたちをまちづくりに向かわせている弥勒さんも只者ではないと思い
ました。今まで、この地域教育実践交流集会で何か物足りなかったものが私なりに分かりました。
それは、行き場のない子どもたちの居場所がネガティブな場所にあるのではなく、ポジティブな
場にあるということです。ＭＡＹの高校生の姿から、多分、学校生活と家庭生活では満たされぬ命
のエネルギーが地域づくり向けられていました。高校生の純粋な心がストレートにまちづくりに向
けられていました。しかも、自分たちの力で…。学校教育は、学校の枠組みでしかありません。地
域教育こそ、人を育てる大きな器であると思わされました。これからの高校教育のあり方に示唆さ
え与えるすばらしい内容に感動しました。
今日から、個集研全国大会に向けての最終調整に入っていきます。仙波さんのエネルギーをいた
だいて、いい大会にしていきたいと思います。記録の一人、土井さんから、早速記録も届きました
ので、送ります。よろしくお願いします。
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松山

遠藤

敏朗

今年も、本当にほんとにありがとうございました。今回は文科省事業を委託しての実施とのこ

とで、事務方トップの仙波さんはとてもとても大変だったのではないでしょうか。また、実行委員
会の方々もご苦労が多かったのではないかと思います。言葉では表せないほど、感謝をしています。
ありがとうございました。
夜からの参加でしたが、今回もたくさんの気づき、学び、人設けがありました。高校生の姿に、
私も頑張ろうと思うことができました。
若松先生のファシリテーションにも、非常に学ぶことが多かったです。私は若松先生にはなれま
せんが（笑）、その技術をこれからも学び活かしたいと思っています。

この交流会でいただいたものを、しっかり大分に還元していきます。本当にありがとうございまし
た。寒暖差が激しい季節、どうぞお体ご自愛ください。実行委員会の皆様にもどうぞくれぐれもよ
ろしくお伝えください。
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大分県

縄田

早苗

地域教育実践交流集会に参加させていただき誠にありがとうございました。大変温かく迎えて

いただくとともに、運営に携わる方々のホスピタリティに感激をいたしました。
分散会（私は第 5 分散会に参加しました）は、少人数で構成されていたこと、司会や会場責任者
の方の雰囲気づくりのおかげで、ざっくばらんな雰囲気の中、事例発表を通して積極的な意見交換
がなされ、あっという間に時間が過ぎてしまいました。
全体を通じて心に残ったことは、若者たちが地域に対して熱い思いを持ち、様々な形で「行動」
しているということです。特に新居浜市の高校生ボランティアサークルＭａｙや、新居浜南高校の
ユネスコ部の取組には感動しました。これも、小中学生の頃からの地域との関わりや、地域の大人
たちの寄り添いなど、地域全体で子供を育む取組があってこそだと思います。学校支援地域本部の
事業がスタートして約 10 年が経ち、高校生の地域参画等の成果にもつながってきているのかなと感
じました。私どもとしましては、このような取組を全国に広めていくよう努めて参りたいと思いま
す。
今回、たくさんの熱い思いを持つ実践者の方々とお話しすることができ、
「人儲け」をさせていた
だきました。本当にありがとうございました。準備から運営にいたるまで、大変な御苦労があった
かと思います。お疲れ様でございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
国社研
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糸賀

真也

8 回大会の盛り上がり！勉強になりました。心から感謝いたします。また、ご配慮にも感謝いた

します。小生も改めまして、参考になりました。勉強になりました。新しい発見がありました。お
世話になり、感謝でいっぱいです。これからも連携よろしくお願いいたします。5 月には待っており
ます。皆様方によろしくお伝えください。感謝
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古市

勝也

誠にありがとうございました。多くの学びとつながりができ、たいへん有意義な交流ができま
した。今後の社会教育および地域づくりに活用させていきたいと思います。寒くなってきていま
すが、お体にはご留意され、ますますのご活躍祈念いたします。
野村公民館
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清家

いつもお世話になっております。文部科学省社会教育課の真部です。地域教育実践交流集会で

は大変お世話になりました。初めて参加させていただきましたが、多くの方との繋がりができ、来
年以降もぜひ参加させていただければと思います。今回はとくに地域を思う若者の皆さんの発表に
感動しました。行政に携わるものとして、若者が活躍できるプラットフォームをどのように作り上
げていくかということが今後大事になってくるのではないかと感じました。あらゆる世代が同じ目
線で地域と向きあっていくことが必要だと思います。いろいろと無理もお願いし、ご迷惑をおかけ
いたしました。取り急ぎ御礼申し上げます。

生涯学習政策局

社会教育課

真部

亮太

15

この度は地域教育実践交流集会にお呼びいただきありがとうございました。いろいろご準備等

ご配慮いただき、無事に書道パフォーマンスを披露することができました。会場に集われた参加者
の皆様の熱気に、生徒も元気をいただきました。良い経験をさせていただきありがとうございまし
た。一言お礼申し上げます。お手伝いいただいたスタッフの方々にもよろしくお伝えください。
愛媛県立三島高等学校教諭
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阿部

秀信

お疲れ様でした。あれだけ多くのみなさんが集うとなると、あれこれと多忙のことであったと

思います。お世話になりっぱなしで、お手伝いもせずすみません。ありがとうございました。この
実践交流集会は、年に１度自分の方向性を確認できる貴重な機会となっております。どうぞ、これ
からもずっと続けて欲しいと願っております。
各大学の先生方や愛媛大学でともに事講習を受けた同窓生とも再開できましたし、何より新しい出
会いがあったことに感謝しております。
この実践交流集会のような機会を高知でも実現したい。３年前から考えてきましたが、今年度や
っと開催できることになりました。内容はどんなものになるか不安はございますが、まずはやって
みる。「小さく産んで大きく育てる」ことを合言葉に２月２０日に開催予定です。もしよろしけれ
ば、仙波さんにも参加していただけると幸いです。案内文書ができましたら、あらためて送付させ
ていただきます。将来的には行政が主催でなく、参加者自らが開催する「手弁当の交流会」に育っ
て欲しいと思うのですが・・・また、高知県公民館研究大会でもお世話になります。今後とも、よ
ろしくお願い申し上げます。
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高知県教育委員会事務局 生涯学習課

坂井

孝吏

お世話になっております。文科省社会教育課の三浦でございます。週末は、地域教育実践交流

集会にて大変お世話になり、誠にありがとうございました。
大変充実した２日間を過ごさせていただき、感謝申し上げる次第です。初めのアトラクションか
ら惹きつけられ、続く分散会では 4 時間が本当にアッという間に感じられるほど事例発表や意見交
換が盛り上がりました。夜の交流会は様々な方とお話をすることができ、翌日の特別企画では高校
生の事例に、ほろっときてしまいました。
あそこまでアットホームで和気あいあいとした暖かい雰囲気の集会に参加したのは、初めてです。
また、素敵なお土産までいただきまして、ありがとうございました。昨夜早速家族でいただきまし
たが、「何これ？！美味しい！！」と大好評でした。
素晴らしい会に参加させていただき、また空港への送迎をはじめ参加にあたり様々なご配慮をいた
だきまして、心より御礼申し上げます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
三浦
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真依子

長野県飯田市公民館の木下です。12 月 5 日、6 日の集会では大変お世話になりました。こうい

う自発的な取組が 8 回も回を重ねたこと、そして何よりも公民館の皆さんが元気なこと、参加させ
ていただいた私たちもやる気と元気をいただく ことができました。特に新居浜の高校生の皆さん、

可児の大学生角野さんなど高校生や若い世代の可能性を大いに感じることができたことは、本当に
収穫でした。今後とも良い形で交流の機会がありますこと、を記念し、お礼に代えさせて頂きます。
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ご丁寧なメールをありがとうございました。また、新潟市アグリパークの取組について紹介す

る機会をいただき、誠にありがとうございました。
私の方、7 日に愛媛県内の取組を紹介していただくために県教育委員会を訪問し、夜に帰宅しま
した。7 日は母の入院騒ぎがあり、本日から出勤しています。
今回の地域教育実践交流集会では、
「実行委員会の方々の行動力とネットワーク」
、
「大学生や高校
生を始めとする多くの実践事例」に大きな刺激を受けました。また、讃岐先生を始めお世話になっ
た方々との再会をとおして新たな刺激を受けることができました。これも、仙波様や関様の丁寧な
連絡とご配慮のおかげと心より感謝申し上げます。
今後は、地域教育実践交流集会の様子を新潟県内の社会教育・学校教育関係者に紹介し、新潟版
交流集会実現の可能性について検討し合って参りたいと考えております。
今後とも何かとご指導をいただく機会があることと思いますが、その際はよろしくお願い申し上
げます。仙波様を始め実行委員の皆様方のご健勝と会のますますのご発展を心より願っております。
本当にお世話になりました。
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新潟市アグリパーク

真柄

正幸

先日の大洲市にて行われました地域教育実践交流集会では大変お世話になりました。教育に携

わっている方々の様々なお話や活動を聞くことができ、大変勉強になりました。私自身も今回の事
をきっかけにますますやる気が出てきましたので、地域に還元できるよう努めていきます。今回、
少しの時間ではありましたが、皆様と知り合えた、繋がりを持てたこと、絆を何よりの宝物だと感
じております。また、色々情報交換や交流など行えたらいいなぁと思います。今後とも、よろしく
お願いいたします。
堀江公民館主事
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善家 勲

実践交流会のアトラクションで、豊年踊りを披露する機会を与えてくださり、ありがとうござ

いました。会場からの拍手や笑いで、子どもたちは、自分たちが続けてきたことに誇りと自信をも
つことができました。また、書道パフォーマンスを生で見ることができ、感動していたようです。
すばらしい学びの機会、体験の機会を与えてくださったこと感謝しております。
大和小
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このたびは、大変お世話になりました。

教頭

上野

仙波さんをはじめ、多くの方々にあたたかく迎えい

れていただき 心から感謝申し上げます。お呼びいただいたことに、心からお礼申し上げます。
アトラクション、ワークショップ、分散会、シンポジウム

すべて、大きな刺激を受けました。

特に、「高校生」のサポート、発表に大きな感激を覚えましたし、北秋田市での課題も見えてくる
など、大変有意義な２日間でした。会場で出会うことが出来た方々とは、これからも同じ仲間とし
て

ネットワークを築きながら、切磋琢磨できたら良いなと願っています。 仙波さん、長尾さん、

関さん、若松さん、ほか多くの方々に出会うことが

できましたことが一番の幸せだと思っていま

す。

どうか、今後もよろしくお願いいたします。

☆アトラクションも素晴らしかったです。愛

媛県のみなさまの、社会教育への熱意、地域ぐるみで子どもたちを育む基盤こそが、最前線の事例
であることを、痛感しました。また、みなさまとお会いできますように！！

みなさまに、よろ

しくお伝えください。
北秋田市教育委員会生涯学習課

松田

淳子

先日は，ぎりぎりの申込であったのに，大変お世話になりました。また，感想などのメールも
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いただきありがとうございます。この研修に初めての参加であったので，このようなアフターフォ
ローがあることに驚きました。みなさんのように私も感想を残します。
私は，2 日目のみの参加でしたが，交流集会に参加して，2 日目に発表された全ての事例から，多
くの学びを得ることができました。企画・運営ノウハウ・地域とのつながりという３つの役割分担
がきっちりなされている事例からは，その取組に説得力があると感じました。人と人のつながりが，
より強固な結び目となるように，私自身の取組を進めていきたいと思います。実行委員会の皆さま，
本当にありがとうございました。また，参加させてください。よろしくお願いいたします。
広島県立生涯学習センター

大名

克英

第 8 回大会ご苦労様でした。古市先生から参加情報を受けています。今回も参加できなくて申
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し訳ありません。しかも連絡もしなくて重ねてお詫び申し上げます。盛会だったことを喜んでいま
す。
3 年間の地元お宮の役を持ち、12 月最初の日曜日は祭典と重なります。また、同じく 3 年前から
引き受けた九州唯一の人工芝スキー場を抱える地元観光施設「サンビレッジ茜」の理事長を市長か
ら仰せつかり、年間 10 本のスキー大会の最終日と重なり（その日は参加選手約 40 人程度と懇親昼
食会あり）辛いところです。理由はともあれ参加できなくて申し訳ありません。愛媛の大会も仙波
さんのご尽力で完全定着ですね。嬉しく思うと同時に仙波さんのご尽力に感服です。研修会の様子
や盛り上がりも報告受けています。アンケート等の情報もまた楽しみにしています。今後ともよろ
しくお願いします。ますますのご活躍をお祈りいたします。
福岡

25

森本

精造

この度は、佐賀市からの登壇者、一般参加者ともに、大変お世話になりました。佐賀市の公民

館職員も（まだまだ一部ですが）登壇の機会をいただき、またいろんな実践者と交流できて、モチ
ベーションがかなり高まったと話していました。私自身も大変刺激を受け、公民館にはまだまだい
ろんな可能性があると実感した次第です。
来年は佐賀県もコンファレンスに手を挙げたいと言われています。佐賀市としても精一杯のお手
伝いをさせていただく予定です。その際は、いろいろ御教授いただければ幸いです。どうぞよろし
くお願いします。また、分散会の記録も送付いただき有難うございました。登壇者に確認をとって、
来週お返事させていただきます。本当にお世話になりました。今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。
佐賀市協働推進課

蘭

三恵

お世話になりました。やっぱりあの会はしぶいです！素敵です。記録の倉田先生から報告が挙
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がってきました。よろしく御配意お願いいたします。

愛南町

中尾

茂樹

大洲駅へ送りの車の中で佐賀県の方は、素晴らしい会に参加できた感謝の言葉を述べられてい
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ました。今回は、県外の方も多数来られていることから、特に事務局やコアメンバーのみなさんに
とっては細かい手続きもたくさんあったのではないかと頭の下がる思いです。本当に大変お疲れ様
でした。
分散会の事例は、県域にまたがる大きな実践から小さな小集落・少人数の実践まで様々ですが、
規模の大小、地域やタイプの相違に関わらずどれも真摯でその地に根ざした取組だとうかがえまし
た。さらに、協議では参加者が互いを尊重して積極的に交流できていることが素晴らしいと毎回な
がら思います。分散会や交流会での出会いが様々なところに拡がり、子どもの教育・健全育成のネ
ットワークが広っていることを年度ごとに感じます。アンケートの結果も楽しみにしています。
今年は、
「会場マイク係」をさせていただきましたが、過分な懸垂幕の名前には驚きました。中尾
さんはともかく「50 年早い」
（いや「ありえない」）ですね。しかし、Ｍay の野本さんの発言に胸を
打たれ、泣きそうになりながらも「おかあさん」にマイクをつなぎました。いい役をいだきました。
中予教育事務所

灘岡雅人

28 第 8 回地域教育実践交流集会・・多くの出会いと学びを得ました。

高校生・大学生の皆さんが色々な事を考え、実行する力に感じ入りました。
『家のこと・仕事・ライフワークを通して、仲間と共に生き生きと生きていく』という事を次の
人たちにつないでいけたら・・その思いで活動をしている、すぃーてん・はーとにとって今回の地
域教育実践交流集会での気づき・実りは大変、大きなものでした。
例年以上に準備や構成に労力を要した、そしてまだまだ続く事務作業をこなされている仙波さ
ん・長島さんに深く感謝申しあげます。実行委員会でありながら、最後の 1 回しか出席できず本当
にすみません。仙波さんには、超多忙にも関わらず、みきゃん貸出の手続きもありがとうございま
した。お世話役の皆さま、いつも交流会の場を 5○の会に分けていただきありがとうございます。
えがおダンスに関わってくださいました 54 の会の皆さん、そして、ばっちりの進行をしていただい
た中尾さん、ありがとうございました。
県外組の皆さま、実行委員さん、どなたさまもお体ご自愛なさり佳き年末年始をお迎えください。
トーンチャイムグループすぃーてん・はーと
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武智理惠

お疲れ様でした。事務局のご尽力で盛会に終了し、ほんの少し陰で支えた私は大満足していま

す。今年の集会は文部科学省からの応援もあり、全国から多くの事例が大洲に集まり、熱の籠もっ
た 2 日間でした。懐かしいお顔を見つけて、会話される参加者から集うことの大切さ、語り合うこ
との大切さと教えていただきました。
若者のエネルギーをもらい、熟年もまだまだ負けておらんわい！！と明日からの力をもらいまし
た。第 9 回地域教育実践交流集会でお会いできることを楽しみに明日から暮らします・・

四国 EPO
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溝渕

雅子

ありがとうございました。皆様どなたもお忙しい方ばかりでしょうに、こんなにも早く、参加

者の感想をまとめて送ってくださり感激しました。読ませていただき１週間前の感動に再び浸るこ
とができました。皆様方との出会いはこれからの私にとって大切なものになっています。
また、お会いできることを楽しみにしています。そして、その日のためにも私なりに一歩一歩頑張
っていきたいと思っています。これからもご指導いただけますようお願い申し上げます。
大分県
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佐藤真由美

愛媛県内、全国での地域特性を活かしたまちづくりとひとづくりの素晴らしい事例を生で聞け

てとても感銘を受けました。完全に学びの構造が変わったと思います。特に高校生が自分が生まれ
た街で奮闘している姿には、これからの未来と責任を感じました。
全国の大学で地域と連携した新しい学部が雨後の竹の子のように起ち上がっていますが、彼ら彼女
らに選んでもらえるような学部になれるかどうか、試されています。今日きいた話を受けて、住民
として、専門家として、教育者として、研究者として、自分が何をするのか、もっと真剣に考えな
ければならないと痛感しました。このような機会を設けて頂き、ありがとうございました。感謝申
し上げます。
愛媛大学
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松村暢彦

本日から出勤のため、お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 それにしても、昨年度の

交流集会では大変お世話になりました。私自身、とても大きな刺激をもらって帰ってきました。早
速、県教育委員会や県生涯学習協会と話し合いを持つ機会があり、新潟版の交流集会実現に向けて
検討を始めることができました。心より感謝申し上げます。
新潟市アグリパーク

教育ファーム園長（副館長）

真柄

正幸

