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                        実行委員長 若松 進一 

 

約 11年前、平成の大合併によって愛媛県内は 70市町村から 20市町に再編され、私たちは一

時的に人口が増えたような錯覚に陥りました。しかし殆どのまちでは合併後、過疎化や高齢化

がさらに進み、とりわけ少子化を理由に学校が統廃合され、地域から学校が消えてなくなると

いう異常事態となっています。これまでの日本の社会は、学校を中心にして地域のコミュニテ

ィが形成され、子どもは「地域の宝」して大切に育てられてきましたが、その願いさえも危な

くなりつつあるようです。 

子どもを取り巻く社会は色々な問題を抱えています。それらを解決し、よりよい方向に導こ

うと、県内各地では様々な活動が行われていますが、それらを点と線で結び面や立体・球体に

するため、有志が集って「地域教育実践交流集会」を８年前、国立大洲青少年交流の家で開き

ました。 

 

最初は 100名余りの小さな集会で、その先行きもおぼつかないほどでしたが、次第に人と情

報のネットワークを広げ、少しずつ実力をつけて今日を迎えています。これまでの 8回が「過

去」ならば、9回目は「今」であり、当面の目標として目指している 10回以降は「未来」です。

そういう意味で 9回目の今年は「今が過去になる前」の「啐啄」の時かも知れません。 

 

「啐啄」とは卵から雛が孵ろうとする時、内側から雛がつつき、その音に呼応してそっと母

鳥がつついて、お互いの力で殻を破り雛が誕生するのです。昨年度から始めた「学びを通じた

地方創生コンファレンス」推進事業の支援を得て、愛媛から全国へと情報と交流の輪も広がり、

啐啄の機運は高まってきたように思います。 

 

私たちが目指さなければならない課題は大きく分けると二つあります。 

その一つは折角育ててきた雛をどう育てるかです。お互いに経験や知恵を出し合い磨きあう

「響育」の「場」に、団体・機関・地域などの壁を乗り越えて、協働して取り組む「協育」の

ノウハウを身につける「機会」に、さらには郷土そのものが薫育を行なう「郷育」づくりの「き

っかけ」にするために開催する、地域教育実践交流集会をさらに進化させなければなりません。 

もう一つは雛を育てる環境づくりです。毎年開かれている「地域教育実践交流集会」の受け

皿となっているこの指止まれ型の実行委員会を、発展的に組織化することです。既にその検討

は始めていて、今回の交流集会でも特別企画としてあるべき姿を探ろうとしています。今回の

集会がこれまで以上に厚みと広がりのある集会になるよう、みんなで盛り上げましょう。 

一人は万人のために、万人は一人のために・・・。啐啄を・・・。 

 

 

今が過去になる前の啐啄の時がやって来た 
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Time Schedule 

 

12月 3日（土）   総合司会 堺 雅子 

 

受付開始  11：30 

開演    12：00 歓迎アトラクション 

          ・大洲臥龍太鼓 

          ・伊方堂々太鼓 

          ・波方町養老獅子保存会 

 13：00 オリエンテーション 

担当：國分 美由紀 

歓迎ワークショップ   

担当：浅野 長武 

佐藤 郁子 

分散会   14：10 15分散会（45事例） 

       

出会いの広場 18：00 

名刺交換会 記念写真撮影 

えひめ教育の日スライドショー 

交流会   19：00 レストランにて会食 

          担当：灘岡 雅人 

             中尾 治司 

             松本 宏 

 

12月 4日（日） 

 

めざましトーク インタビューダイアログ 

「地域の教育力を高める新しい風」 

      9：00 聞き手：若松 進一 

          語り部：松田 淳子 

              佐藤 房枝 

              鍵山 直人 

フロアー：柳瀬 剛 山口 定伸                   

トークセッション 

「異業種交流会は意義があるのか」 

      10：40 廻し人：鈴木 眞理 

          指定討論者：三浦 清一郎 

                成田 みえ 

                佐藤 秀雄 

                関  福生 

 

☆分散会は、受付でくじを引いて、その番号の研

修室で行います。各教室 16 名程度を予定してお

ります。「新しい人づくり」の場として、また「新

しい気づき」がみなさんに訪れることを期待して

います。 

4 時間という長丁場ですが、それぞれの「思い」

を語ることによって、「あっ」という間に時間が

過ぎることを実感されることと思います。 

☆そのあとの交流会で忘れられない思い出をつ

くっていただければ幸いです。 

 

☆なお、分散会以外は、メインホールで開催いた

しますので、よろしくお願いいたします。 

 

☆名刺にある番号は宿泊部屋の番号です。 

 



  

アトラクション 

大洲臥龍太鼓保存会は、昭和５２年、大洲青年会議所による「まち

おこし事業」の一環として生まれました。昭和６３年に「大洲臥龍太

鼓保存会」として独立し、大洲市内外の様々な催し物で演奏の場をい

ただいています。 

本日演奏します「臥龍太鼓」は、山梨県甲府市の無形文化財であっ

た、故「天野宣（あまのせん）」氏に作曲・指導を仰ぎ大洲を代表する

楽曲として受け継いでおります。 

この曲は、「イントロ」「川下り」「流出する大洲の霧、肱川嵐」「火

の花」「伊予の太鼓、臥龍の舞」「エンディング」という、第６章まで

の組曲になっています。大洲の四季、川下り、花火、鵜飼いの様子な

どの情景と、躍動する大洲を「龍」の姿になぞらえ、その原動力たる

若者の心意気を表現しています。どうか、情景を思い浮かべながらお

聞きください。 

 

 獅子は、約３００年の昔、伊勢神宮から「代々神楽」の一団が、

伊勢神宮のお札を持って今治地方の塩田などを訪れ、穢れを払い、

豊穣を願う「お祓い」のために来ていました。高く高く継ぐのは、

天にいる神様にできるだけ近づきたいとの思いからです。 

私たち、養老獅子保存会は、毎年５月第４日曜日に、今治市波

方町厳島神社より宮出しをして、養老公民館で獅子舞・継ぎ獅子

を披露しています。総勢３０名と少数ですが、チームワークは抜

群です。 

地元以外で芸を披露する機会があまりないので今日は少し緊張

していますが、精一杯頑張ります。本日は伝統の継ぎ獅子を披露

しますので、上手にできたら盛大な拍手をお願いします。 

 

 

伊方堂々太鼓 

 

 

波方町養老獅子

保存会 

大洲臥龍太鼓 

 

 

 

 伊方堂々太鼓ジュニアは、平成９年に結成され、現在４歳から高校生

まで約２５名が、伊方の祭りや近隣市町村のイベントに参加したり、福

祉施設を訪問したりして元気に活動しています。また、えひめ伝統文化

キッズカーニバルやえひめＦＣの応援で太鼓をたたいたり、伊方町と姉

妹交流をしている北海道泊村や佐賀関のお祭りでたたいたりと、広く太

鼓を聞いていただける機会も増えてきました。 

 平成２４年には、これまでの活動が認められ「知事表彰」を受けまし

た。これを励みに、地域の人から愛される太鼓グループになるようこれ

からも練習に励んでいきたいと思います。今日お聞きいただく曲は、

「堂々囃子」です。宜しくお願いします。 

 

 



分散会　一覧
　　　発表団体名 　地　域　 　　　発表団体名 　地　域

1 北海道占冠村教育委員会 北海道占冠村 9 牧之原市役所 静岡県牧之原市

オリエン
テーション ＮＰＯおのみち寺子屋 広島県尾道市 ミュージック

放課後子ども教室「生石子どもいきいき
教室」

愛媛県松山市

プロジェクト地球っ子ひろば 愛媛県新居浜市 天神親ＪＩの会
愛媛県喜多郡内
子町

2 北秋田市教育委員会生涯学習課 秋田県北秋田市 10 大竹市玖波公民館 広島県大竹市

21ルーム 牧之原市政策協働部地域創生課 静岡県牧之原市 ３２ルーム 中萩公民館　 愛媛県新居浜市

白井歌声喫茶グループ 愛媛県新居浜市 高光校区児童愛護会連合会 愛媛県宇和島市

3 福島県教育委員会 福島県 11 佐賀市神野公民館 佐賀県佐賀市

22ルーム 岡山市中央公民館 岡山県岡山市 ３３ルーム 札幌おやじネットワーク 北海道

久米ふれあい食堂 愛媛県松山市 無人島実行委員会 愛媛県

4 広島県教育委員会　豊かな心育成課 広島県 12 雲南市社会教育課 島根県雲南市

23ルーム 読み語り隊出動
愛媛県伊予市
双海町

　34-A
ルーム 町見郷土館

愛媛県西宇和郡
伊方町

メニ―クエスト 愛媛県西予市 西条市庄内公民館 愛媛県西条市

5 前橋市生涯学習課 群馬県前橋市 13 飯山中学校区学校支援地域本部 香川県丸亀市

24ルーム 双海町こども教室
愛媛県伊予市
双海町

　34-B
ルーム 宇和島水産高等学校 愛媛県宇和島市

愛媛おやじ会井戸端会議 愛媛県 しのモン応援隊 愛媛県松山市

6 益田市教育委員会 島根県益田市 14 春日部市中央公民館 埼玉県春日部市

視聴覚室 石井北小学校おやじの会 愛媛県松山市 35ルーム 星岡おやじの会 愛媛県松山市

松山市立雄郡小学校 愛媛県松山市 西予市連合青年団 愛媛県西予市

7 益田市教育委員会 島根県益田市 15 岡山市立上南公民館 岡山県岡山市

30ルーム
伊予の伝承文化を学び伝える
リーダー村

愛媛県 36ルーム
泉川公民館　えひめ紙芝居研究会
のぼ～る

愛媛県新居浜市

上島町教育委員会
愛媛県越智郡
上島町

鬼北町立日吉小学校
愛媛県北宇和郡
鬼北町

8 益田市教育委員会 島根県益田市

31ルーム 那賀川町青年会 徳島県那須川町

惣開公民館 愛媛県新居浜市

予告　　この大会後、今年から愛媛県を3ブロックに分け
て、東予地区2月5日・中予地区2月18日・南予地区2月4
日に、各ブロック別地域教育実践交流集会を開催します。
それぞれの地域の特色を生かし活躍する団体が集まりま
す。


