
 

 

この冊子は平成 2７年度日本郵便の年賀寄付金の助成を受けて制作しました 
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１2 月 5 日（土） 11：30 受付開始   12：00  開演 
 

12 月 6 日（日） 12：30 終了 
 

 

出会えてありがとう 

このポストイットに感想を書いてボードに貼ってくださいね 



じ 

いま、なぜ地域教育実践交流集会か 

                    実行委員長 讃岐 幸治 

 

 「家庭なき家族」、「地域なき学校」、「コミュニティなき地域」が増加するなかで、家庭

崩壊、子ども虐待、不登校、校内暴力、孤独死、無縁化など、さまざまな異変が起こってき

た。このままでは危ない、将来が不安だ。こんな危機意識から生まれたのが「地域教育実践

交流集会」である。 

 これからは「地域に学ぶ教育、地域で育む教育、地域を創る教育」が必要だ。各地で、地

域教育に孤軍奮闘している人たちが、一堂に会し、それぞれの思いや経験をぶつけあい、 

ロマンを語り合い、元気を分かち合う。地域や年齢や職業はいうまでもなく、活動のジャン

ルも超えて、この指とまれ方式で、自主的に集う、そんな手弁当、手づくりの集会である。 

 この集いが、互に経験や知恵を出し合い磨きあう「響育」の場に、団体・機関などの壁を

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

ものが薫育を行う「郷育」つくりのきっかけでもなれば、と願っている。いや「人儲け」の

会になれば、それでもいい。 

 ただ今回は、文部科学省の協力をえて、全国各地から、ユニークな実践をされている方々

に、数多く参加してもらっている。「朋あり、遠方より来る、亦楽しからずや。」これまで以

上に厚みと広がりのある集会になるよう。みんなで盛り上げていきたい。 

 

社会教育、次なるステップへ。 

 ～「学びを通じた地方創生コンファレンス」開催趣旨について～ 

          文部科学省生涯学習政策局社会教育課長  谷合 俊一 

 

 社会教育調査（文部科学省実施）をみると、公民館で実施されている学級・講座の学習内

容は、教養の向上、体育・レクリエーション、家庭教育・家庭生活に関するもので９割を占

めている。地域住民の学習ニーズを踏まえた結果、ということで、学習活動の広がりそのも

のは、歓迎すべきである。しかし、少子高齢化が進み、生産年齢人口が確実に減少していく

中、「個人の興味関心による学び」以上に、今後は「地域課題解決のための学び」が重要であ

り、行政と地域住民が手を携えて課題解決、まちづくり等に当たる時代になってきていると

感じている。 

 こうした中、平成 25 年度、26 年度と 2 年間にわたって実施した「公民館等を中心とし

た社会教育活性化プログラム（公民館 GP）」の成果も活用しつつ、地域住民を中心に、行政、

公民館をはじめとする社会教育施設や社会教育団体関係者、学校、自治会、企業・商工会な

ど幅広い参加者を得て、今年度から新たに地域課題解決の取組を促進するための協議会であ

る「学びを通じた地方創生コンファレンス」を全国９ブロックで開催することとしたもので

ある。 

 第 8 回地域教育実践交流集会が、「学びを通じた地方創生コンファレンス」として、これ

までの実践してきた成果を踏まえつつ、さらに実り多いものとなることを祈念するとともに、

本交流集会の開催を契機として、地域課題解決、まちづくり等に参画する市民の輪がさらに

広がり、次なるステップへと発展されることを大いに期待している。 

 

 

 



 

 

Time Schedule 

12. 5 Sat    

受付開始 

 

 

 

 

 

 

総合司会 

堺 雅子     

オリエンテーション 

溝渕 雅子              

      

 

分散会 

（1５分散会） 

各研修室 

受付でくじを引いて、 

番号の書いてある会場

での参加となります。 

多くても２０人ほどの

グループです。気軽に語

り合ってください。 

                       

             

出会い広場・

free time            

記念写真撮影・

名刺交換会) 

 この時間を利

用して、お風呂

や休憩に使って

いただいても大

丈夫。写真撮影 

のため 18：00

にはホールにお

集まりくださ

い。 

 

 今年は、文部科学省の「学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発事業」の 

委託事業としても開催します。本会は、「子どもにかかわる団体が集まり、楽しく 

がやがやと情報交換を行う」ことを目的としておりますが、今年度は中四国だけではなく、全国から 

たくさんの方々が大洲に来られて、発表してくださいます。 

 この機会、全国レベルで「仲間」を増やしましょう。 

 

歓迎ワークショップ 

  

浅野 長武 

特別企画 
 地域教育力活性化 
   教育の地産地消 

 

NO.１ 高校生編 

① 飯田 OIDE 長浜高校＆飯田市公民館 

② 秋田県北秋田市 

③ 岐阜県可児市 NPO 法人緑塾 

④ 愛媛県新居浜市 May 

 

聞き手 

若松 進一 

関  福生        他 

12. ６ Sun 

解散  

 

 

NO.2 公民館・地域編 

① 北海道占冠村公民館  

② 佐賀県佐賀市立公民館 

③ 新潟市アグリパーク 

④ 松山市久米公民館 

 

聞き手 

西山 博  

讃岐 幸治       他 

閉会式 

 

井門 照雄 

歓迎アトラクション 

 

・ゴスペル聖歌隊 

 「リジョイス」 

・大洲市立 

大和小学校 

豊年踊り 

・愛媛県立 

 三島高等学校 

 書道部 

 

 

 

交流会・チャリテ

ィオークション 

新しい出会いがた

くさん生まれま

す。 

参加者のご厚意で

持参されたお土産

等のオークション

もあります。 

 

司会 

松本 宏 

灘岡 雅人 

中尾 治司 

11：30  12：00  13：00    14：00     1８：０0   19：00 

９：00                            12：20  12：30 

交流会が終了後、この会も含めて報告書を作成し写真や感想文などを一部ホームページに掲載してお

ります。不都合な場合はあらかじめ事務局まで問い合わせてください。 



  
2003 年５月の結成以来、15 年間いろんな場所でゴスペルを演奏

させて頂きました。その間、卒業や結婚、転勤などでメンバーの

入れ替わりが多くありましたが、現在約 30名で活動しています。 

ゴスペルとは朗報という意味ですが、特に米国黒人教会で歌われ

る賛美歌を取り入れて歌っています。生活の中で、ゴスペルが少

しでも心に響いてくるようになることが今の私たちの目標です。 

本日は、メンバーがとても勇気づけられている曲「Giants」と、

皆様が良くご存知、ベートーベンの「第九」のゴスペルバージョン

「Joyful Joyful」、の 2曲を演奏させて頂きます。 

 

愛媛県立三島高校書道部は様々な書道展において全国優勝や準優勝などの 

経歴を持つ書道部です。書を学ぶことを通して、『自分の心を見つめ人間的に 

成長すること』を目標に活動しています。 

顧問の阿部秀信教諭の指導のもと、街興しとして書道パフォーマンス甲子園を 

開催、映画「書道ガールズ！！わたしたちの甲子園」のモデルとなりました。 

 書道パフォーマンスでは『書く姿それ自体が格好良いこと』を目指し、 

書道本来の体の動かし方や筆遣い、呼吸、リズム感を大切にし、 

日本各地や海外でも書道パフォーマンスを披露しています。 

  

ゴスペル聖歌隊 

「リジョイス」 

大洲市立 

大和小学校 

豊年踊り 

愛媛県立 

三島高等学校 

書道部 

 

 

 本校は、肱川あらしや赤橋で有名な長浜町にあります。「強く、正しく、 

やさしく」の校訓のもと、大和の歴史や伝統を継承し、地域の教育力を生

かした教育活動を実践してきました。児童数 58名、校舎の耐震化や児童数

の減少により平成 28年 3月には閉校となり、今年度が最後の年となります。 

 豊年踊りは、大正 11年頃、大和地区の川田氏が、苦しい農民の暮らしを

明るく楽しいものにしたいとの願いを込めてつくりあげたものです。大和

小学校でも、昭和 54年に地域の保存会の方にご指導いただいて、学芸会で

発表したのをきっかけに始まりました。現在は、毎週水曜日の「伝承タイ

ム」に 5・6 年生 25 名が一生懸命練習しています。米作りにおける当時の

農具の動きを人間に置き換えて、明るいリズムと 

ユーモラスな動きで表現しています。 

どうぞご覧ください。 

 



各分散会一覧

分散会 発表者名 　　　　　　内　　　　　容 　ルーム 　司会者 　記録者 会場責任者
竹内　清孝 北海道占冠村公民館

鈴木　菜津美 神奈川県NPO法人　教育支援協会
谷村　晴香 愛媛県松山市立久米小学校
松田　道雄 山形県東北芸術工科大学　

長姫高校他3名 長野県飯田OIDE長姫高校＆飯田市公民館

松村　暢彦 愛媛県松山市久米公民館　
小笠原　美穂子島根県邑南町公民館連絡協議会

松田　淳子 秋田県北秋田市
赤石　雅俊 愛媛県双海町こども教室実行委員会

池田　俊貴 島根県松江市　松江市玉湯公民館
中山　勇太 長野県松本市中央公民館

川口 沙矢香 愛媛県ふたみ棚田再生プロジェクト　　
出雲・河野 島根県豊川地区つろうて子育て推進協議会　

山下　貴史 香川県NPO法人えひめグローバルネットワーク　

冨田　敏 愛媛県JR下灘駅フィールドミュージアム運営委員会　　　　

大畑　伸幸 島根県益田市教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中川　晴加 香川県　地域の家「ココカラ★ハウス」

本多　正彦 愛媛県まちづくり学校双海人　
廣田・阿部 生涯学習音楽指導員研究会ネットワーク・山口

森岡　眞秋 高知県高知市　とさっ子タウン　実行委員会

幸田　裕司 愛媛県くじらグループ　社会福祉法人　弘正会

馬場　義之 福岡県久留米市　パバラフ
岩佐　重明 徳島県西冨田公民館
岡本　紋佳 愛媛県無人島実行委員会　　
田部　雅彦 高知県マサイ族
森岡　郁雄 愛媛県教育研究協議会伊予支部
武智　理恵 トーンチャイムグループ　すいーてん・はーと

佐藤　真由美 NPO法人大分県「協育」アドバイザーネット

小並　優斗 愛媛県NPO法人 NEXT CONEXION　
田中　弘 愛媛県とべっ子志縁倶楽部
鶴・江頭 佐賀県佐賀市立公民館

谷川　玲子 愛媛県松山市さくら児童クラブ
中井　圭介 愛媛県西予市遊子川公民館　
真柄　正幸 新潟県新潟市アグリパーク
窪内・加良 広島県尾道市NPO法人おのみち寺子屋　

高校生１０名 愛媛県新居浜南高等学校ユネスコ部

藤井　礼子 島根県浜田市立安城公民館　
片山　紗織 愛媛県個別学習支援KiNO
朝川　真紀 愛媛県松山市荏原公民館子育て支援グループ　

角野　仁美 岐阜県可児市　NPO法人緑塾　
井上・三村 愛媛県松山市「生石子どもいきいき教室」

兵頭　重徳 愛媛県愛南町水産課　（うみらいく愛南）　

大越　雅美 神奈川県横浜市　NPO法人まちと学校のみらい　　　　　　　　　　　

白石  遥 愛媛県伊予市中山MBC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
清家　卓 愛媛県西予市野村公民館　

　石原　義久 　森口　朝子 　本田　精志

30 　西谷　佳真 宇都宮　健太 　溝渕　雅子

松本　慎次郎 中井　佐衣子 　和田　瑞穂24

オリエンテーション

　視聴覚室 　井上　裕也 　高田　容弘 　小池　源規

23

22 　仲村　康子 　上田　謙 　長尾　真二

　善家　勲 　橋本　尚子 　篠原　茂

　尾崎　真一 　今永　康生 小笠原　貴久

32

石城戸　美恵子

　井上　英明

　八木　良 　堺　雅子

31 　兵頭　智 　清水　大輔 　中尾　治司

ミュージック

土井　祥二郎　　　佐藤　郁子

　　　34－A

33

　和家　秀樹 　濱石　一利 宇都宮　正男

1

2

3

4

5

36 　加洲　景 　岸田　知絵 　灘岡　雅人

21

　　　34－B 　河野　哲弥 　門屋　浩 　大森　茂樹

35 　松崎　展也 　倉田　歩 　村上　伸二

　遠藤　敏朗　川中　幸子

　古田　章

12

13

14

15

6

7

8

9

10

11

 
 

   どの分散会へ行くかは受付時にくじ引きで決めます 

   ご協力お願いします。 


