三原J Cビジョン

社団法人三原青年会議所新聞

今月号の記事
１面 ワークショップ開催告知
２面 地域の教育力向上プラン Vol.1
３面 福祉のまち！安心して暮らせる
都市 みはら とは Vol.1
わがまちよ、活力を見出せ Vol.1
４面 やっさ祭り実行委員長挨拶
わんぱく相撲開催告知
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運動公園拡張部分

多目的運動広場

自由広場

協働で公園を創るための
ワークショップ開催決定。
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計画しました。市民・行政が協働で行う「まちづくり」の実
計画しました。市民・行政が協働で行う「まちづくり」の
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日：第1 回 4※1
月1 4 日（月）
：第2 回 5 月1 5 日（木）
（予定）
：第3 回 6 月2 5 日（水）
（予定）
開 催 時 間：18：30〜20：00（受付18：00より）
開 催 場 所：三原市中央公民館 中講堂（三原市円一町2−3−1）
募 集 人 数：100名
そ
の
他：会費は必要ありません。服装は自由です。
※1

催

ワークショップとは？……「テーマについて、様々な立場の人が、公平かつ創造的な共同作業をつうじて、
発想を出し合い、意見交換し、協議を重ねながら合意形成してゆく会合」

■応募先

（社）三原青年会議所

住
所：三原市皆実4−8−1
T E L：0848−63−3515
F A X：0848−62−1141
Eメール：info@mihara-jc.com
担 当 者：協働のまちづくり実践委員会
委員長 渡辺 敏

（社）
三原青年会議所は、協働のまちづくりを推進してゆく
ために、
ために、NPO
NPO（非営利市民活動団体）のように、組織・団
（非営利市民活動団体）のように、組織・団
ために、NPO（非営利市民活動団体）のように、組織・団
体としてまちに関わってゆく方法とは別に、まちづくりに
体としてまちに関わってゆく方法とは別に、まちづくりに関
する身近な問題を、住民として気軽に関われる土壌を醸成し
する身近な問題を、住民として気軽に関われる土壌を醸成
てゆく必要があると考えました。今回その第一段階として、
てゆく必要があると考えました。今回その第一段階として
平成16
16年末に完成予定の三原市運動公園拡張部分（多目的
年末に完成予定の三原市運動公園拡張部分（多目的
平成
平成16年末に完成予定の三原市運動公園拡張部分（多目的
運動広場）建設について「協働で公園を創るためのワーク
運動広場）建設について「協働で公園を創るためのワークシ
ョップ」を開催し、植樹の種類・街灯・トイレ・ベンチのデ
ョップ」を開催し、植樹の種類・街灯・トイレ・ベンチの
ザイン・多目的スペースの活用方法等を、市民・企業・行政
ザイン・多目的スペースの活用方法等を、市民・企業・行
という様々な立場・視点から意見を出し合い協議して、協働
という様々な立場・視点から意見を出し合い協議して、協
でまちづくりを行えるよう計画しました。この機会にあなた
でまちづくりを行えるよう計画しました。この機会にあな
の意見をまちづくりに生かしてみませんか。多数の参加をお
の意見をまちづくりに生かしてみませんか。多数の参加を
待ちしています。
待ちしています

■申し込み要領（年齢、性別、職業は問いません）
個人・企業を問いません。この会でアイデア、意見等を出したい方、もしくはプロの
立場でアドバイスしたい企業、是非ご参加下さい。住所・氏名・年齢・職業・性別・
連絡先・参加希望動機をご記入の上、電子メール、ファックス、郵送いずれかで左記
までにご連絡ください。
なお、3月後半に現地視察を予定しています。参加希望の方はその旨もご記入下さい。
詳細は後日連絡させていただきます。

と人の間に人ではなくコンピュータを介
すことで問題発生を無くそうとしている
どんな物事にも多面性が存在する。
ように感じる。正確かつ迅速で便利であ
上下・左右と見る方向を変えると全く
るかもしれないが、何か大切なものを見
違う物に感じてしまうから不思議だ。
落としている気がしてしまう。◆人間社
ある人にとっては良いことでも、違う
会の利害関係は厄介である。特に政治の
人にとっては悪い事など日常茶飯事で
世界はそうらしい。採算性度外視の公共
ある。◆日本では、人と人の間の情報
工事の裏に横たわっていた政治家の汚職
はファジーに伝わってきたように思う。 は記憶に新しい。これらのツケが自分に
問題も発生したが、わび・さびを理解
降りかかっていても、政治に興味がない
する日本人にとっては、大事には至っ
という話をよく聞く。ぬるま湯に浸かっ
てなかったように思う。逆に人間的と
てきた生活が、熱湯になっているのに気
感じていたから面白い。しかし、現代
が付いていない人も多いのかもしれない。
社会では、多面を悪とするからか、人
もしかすると、テレビで見ているニュー

スをドラマと勘違いしているのではない
だろうか。特に、現実には多面があるの
にその一面だけの報道を信じ切っている
人の話を聞くと宗教的な怖さを感じてし
まうこともある。◆メディアの力の恐ろ
しさを感じてしまうのは私だけではない
と思う。新聞・テレビ・ラジオ・雑誌…ど
の内容をとっても他面が存在しているよ
うに感じるのは私だけだろうか？各メデ
ィアが本気になって、多面を伝えれば、
かならず政治も変わるはず。本気になれ
ないのは、ここにも「しがらみ」がある
のだろうか？◆政情不安な国ほど投票率
が高いのをみると、日本はここまで来て

も不安ではないのかと、妙に苦笑いを
してしまうことがある。わがまちも、
今年は統一地方選挙があり、少しずつ
賑やかになってきた。各選挙で投票率
が上がるだろうか。◆ボタンを押すだ
けの電子投票が各地で導入され便利に
なっているのかもしれないが、自分の
選ぶ候補者の名前を書きたいと思って
いるのは私だけだろうか？選挙に行き
自分の信ずる人の名前を書くのは当然
の事だと思っている。全て自分に降り
かかってくるのだから。公約や人柄を
多面的に判断し一票を投じようと思う。

本紙『やっさもっさ』は、 1 月から11月まで毎月 1 回発行し、新聞折り込みを中心に配布しております。何卒ご愛読ください。 ※資源保護のため再生紙を使用しています。
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〜日本青年会議所では昨年「地域の教育力向上プラン」を発表しました。以下が概略です。〜

地域の教育力チャートをご覧下さい。これが我々の考え
る地域の教育力状態別充実度で、表の右上になるほど充
実度は高くなります。我々青年会議所が、教育力が向上
すると考える「新しい公立学校設立」までを、段階別に
説明してゆきます。

地域の教育力 チャート （表1）

地域の教育力の充実
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識
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■地域の先生づくり運動とは？
地域の先生とは、ごく身近なことを通して、子ども達に「人としての心」・
「生きる力」を伝えてゆく地域の大人たちのことです。分かりやすくいうと、
我が子と同じように地域の子どもを育む人のことです。例として、自分たち
の住んでいるまちのことを話したり、昔の遊びを教えたり、あるいは野外で
環境や自然について話し合うことなどがあります。

Target
新しい公立学校
P TCA運動

■教育サポーターズクラブ

教育サポーターズクラブ

地域の先生意識を持った人達により、学校ごとに組織され、事務局はボラ
ンティアが運営し、自主的に教育活動を行います。またこの団体は、ＰＴＣ
Ａの活動における地域（Ｃ）の中心的役割を担います。

地域の先生づくり運動

■PTCA運動

地域の教育への関わり

従来学校にはPTAという組織があります。これは保護者（P）と教員（Ｔ）が
ともに手を携えて子ども達の成長を暖かく導いてゆこうという組織です。こ
のＰＴＡに、地域住民（Ｃ）が加わって、地域全体で子ども達を育んでゆこう
とする運動がＰＴＣＡ運動です。この運動が活発に行われる事で、そこに暮
らす人々みんなで子供たちの成長を見守る地域が実現するのです。

新しい公立学校運営の流れ
任命

権限委護

■新しい公立学校

教市
育区
委町
員村
会

私たちは「PTCA」が確立した地域には、家庭や地域全体を巻き込んだ「地
域の教育の核」となる学校が必要だと考えます。そこで、私たちJ Cの考える
「新しい公立学校」について簡単に紹介します。大きな特徴は「学校理事会」
です。構成メンバーは、保護者代表（Ｐ）教員代表（Ｔ）教育サポーターズクラブ
代表（Ｃ）で、学校運営や人事の決定権を所有します。学校運営に関する具体
的な内容は、校長・運営組織が計画し、理事会で意思決定をします。すなわち、
この理事会の意向を汲んで校長が学校運営をするということです。このシス
テムにより、学校・家庭・地域が一体となった学校づくりが実現するのです。

報告
監査

学校理事会
保護者代表
教員代表
教育サポーターズクラブ代表

情報開示
地

事業計画
事業報告

承認

校
長
・
運
営
組
織

域

■（社）三原青年会議所の今までの活動とこれから
三原青年会議所は昨年度、中之町小学校において「食を通じて国際理解」と題し、学校・保護者・地域の人が児童とともにニュージーランド料理と郷土料理を作ってゆ
くことで、保護者・地域の人たちを対象に、もっと子ども達に関心を持ち、地域全体で子ども達を育ててゆこうとする意識づくりを行いました。本年度も三原青年会議所
は、このＰＴＣＡ運動を推進してゆきます。そして、我々青年会議所が関わらなくとも同じ志を持った「地域の先生」によって開催可能な、事業モデルを作ります。今、
三原青年会議所の活動は「地域の教育力チャート」の第一段階（地域の先生づくり運動）にすぎませんが、これからも学校と地域が一体となった学校教育環境に向けて努
力してゆきたいと考えています。
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「福祉のまち／安心して暮らせる都市」
〜第4次三原市長期総合計画より〜

私たちのまちでは、保健福祉学園都市構想が策定されており「福祉のまちみはら」という声も良く聞きます。しかし現実はどうなのでしょうか。はたして、みはらが目指す
「福祉のまち／安心して暮らせる都市」とは何なのか、そもそも市民が求める、若しくは理想とする「福祉が充実した社会」とは何なのか、皆さんはそれらのことを具体的にイ
メージできるでしょうか。私たち三原青年会議所は、本年度1年をかけてその姿を求めてゆきたいと思います。
第1回目の今回は、みはらの現状を探る中で、これからの動向に大きく影響するであろう「福祉用具研究会」
（平成14年12月20日設立）
にスポットをあててみました。設立時
の会議の中で、福祉用具について説明をいただいた広島県立保健福祉大学大塚彰教授と会の発起人である広島経済同友会三原支部の甲山員司支部長にインタビューを行いました。

Q 今回、産学官連携に
よる「福祉用具研究
会」が設立されまし
たが。

各分野の人
が一同に会し、
どのような福
祉のまちを作
ればいいのか、どのような福祉用具を作
ればいいのかを話し合い、その中から新
しい産業の育成や障害者の方に喜んでい
ただける製品が出来れば良いと思います。
今回は、寝返り用の福祉用具を発表させ
てもらいましたが、今後も色々なアイデ
アを発表し、地元の企業に製品として具
現化・実現化してもらえればいいと思い
ます。

Q

Q 他にはどのような福

これからの研究会
の活動について

祉用具を研究されて
いるのですか。

大塚 彰 教授

昨年は福祉用具とし
て、健康下駄の研究を
していました。通販会
社にも製品化の話もあ
りましたが、デザイン
等の問題で中断してい
ます。

甲山 員司 支部長

今回のインタビューで、福祉の社会というまち全体に関しての内容はあまり聞けませんでしたが、福祉産業に関し
て、大学の持つハイテク研究施設を活用する地元企業の少なさと、反対に身近なアイデアを大学と共に研究すること
に対する敷居の低さのようなものを感じました。この大きな可能性のある大学をどんどん活用して、私たちの住むま
ち「みはら」の発展に繋げてゆかなければならないと改めて感じました。次号からもこのテーマに関して連載してゆ
きますが、皆さんからのご意見もお待ちしておりますので、ご投稿をよろしくお願いします。

毎月1回第一金曜日に県立保健福祉大学
にて開催します。当面は当大学から現在研
究している内容の発表や福祉用具を利用さ
れている方からの改善要望の発表等を行っ
ていく予定です。福祉用具の研究はもとより、
安心して暮らせるまちづくりのため、徹底
したニーズの掘り起こしや情報収集にも努
めたいと思います。産学官連携による取組
みとして、この研究会の中から新たな産業
が育成し、福祉の充実したまちづくりへの
一助となればと思います。

〜お知らせ〜
「福祉用具研究会」
日時：毎月第1金曜日 午後6時〜8時（8月は休み）
場所：広島県立保健福祉大学
お問い合せ先：三原商工会議所 担当：森山

これは、国や各省庁が長年持っていた無駄と思われる規制や大きすぎる権限
これは、国や各省庁が長年持っていた無駄と思われる規制や大きすぎる権限
などを取っ払って、日本全国のそれぞれの地域、特性に合った、独自のプラン
などを取っ払って、日本全国のそれぞれの地域、特性に合った、独自のプラン
を各地域の行政、民間機関からアイデアを募り地域を活性化するという「平成
を各地域の行政、民間機関からアイデアを募り地域を活性化するという「平成
の長崎出島」「平成の楽市楽座」構想のようなものです。お上に伺い予算をつ
の長崎出島」「平成の楽市楽座」構想のようなものです。お上に伺い予算をつ
けて何とかしてもらおうというのではなく、自分の地域のことは自分で考え、
けて何とかしてもらおうというのではなく、自分の地域のことは自分で考え、
責任を取るという、これこそまさに「官から民」「中央から地方」へ権限を委
責任を取るという、これこそまさに「官から民」「中央から地方」へ権限を委
譲する地域主権社会構築のひとつになると思います。この構想の良い点として、
譲する地域主権社会構築のひとつになると思います。この構想の良い点として、
従来の景気対策によく使われた公共事業への投資という莫大な税金を使用しな
従来の景気対策によく使われた公共事業への投資という莫大な税金を使用しな
いことがあります。お金を使わず、頭を使うという現在の厳しい財政に対して
いことがあります。お金を使わず、頭を使うという現在の厳しい財政に対して
非常に優しいものとなっています。この特区構想を、横並び意識のある自治体
非常に優しいものとなっています。この特区構想を、横並び意識のある自治体
が、特区構想を活用しないとなれば、活用する他の自治体と大きな差がつき、
が、特区構想を活用しないとなれば、活用する他の自治体と大きな差がつき、
日本国内においても「南北格差」「東西格差」が生まれるということが危惧さ
日本国内においても「南北格差」「東西格差」が生まれるということが危惧さ
れます。
我々ＪＣは、近年「協働のまちづくり」を提唱し続けてきました。これこそ
我々ＪＣは、近年「協働のまちづくり」を提唱し続けてきました。これこそ
まさに、行政、民間（住民）がひとつになってこのまちの将来について、地域
まさに、行政、民間（住民）がひとつになってこのまちの将来について、地域
経済の活性化について大きな議論が巻き起こせるものだと思います。次回は、
経済の活性化について大きな議論が巻き起こせるものだと思います。次回は、
行政や企業から提出された他の地域の事例と、みはらの取り組みを紹介したい
行政や企業から提出された他の地域の事例と、みはらの取り組みを紹介したい
と思います。

リストラ、デフレ、不良債権・・・メディアを通して連日のように響きの良
リストラ、デフレ、不良債権・・・メディアを通して連日のように響きの良
くない言葉を耳にしますが、私たちの住むまちにとっても例外ではありません。
くない言葉を耳にしますが、私たちの住むまちにとっても
例外ではありません。
こんな時代だからこそ私達青年会議所メンバーの行動力ある若い力が必要だと
こんな時代だからこそ私達青年会議所メンバーの行動力ある若い力が必要だと
自負しています。何とかこの閉塞感を吹き飛ばせるよう、本紙「やっさもっさ」
自負しています。何とかこの閉塞感を吹き飛ばせるよう、本紙「やっさもっさ」
では、活気溢れる地域を求めて「地域経済」というテーマに取り組みます。
では、活気溢れる地域を求めて「地域経済」というテーマに取り組みます。
この地域経済がよみがえるひとつの可能性として、日本政府が推し進める構
この地域経済がよみがえるひとつの可能性として、日本政府が推し進める構
造改革のひとつ「構造改革特区」構想があります。

お金を使わず、まちを活性化！？
構造改革特別区域法の目的（首相官邸ＨＰより）
地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域

この記事を読まれた読者の皆さん！
このまちを活気づける特区案をお寄せ下さい。

の設定を通じ、教育、物流、農業、社会福祉、研究開発等の分
野における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図る。
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第28回
三原やっさ祭り
実行委員長

キャンペーンテーマ

小松 洋文
ごあいさつ
真夏の祭典「三原やっさ祭り」はたく
さんの感動とドラマを与えてくれます。
市民一人ひとりが主役になれる祭りそん
な祭りを生み育んできた「みはら」を誇
りに思っています。
「三原やっさ踊り」は今から約435年
前に三原城の築城を祝って、町中の人た
ちが主体的に踊りだしたのが起源とされ
ています。その伝統のある「やっさ踊り」
とたくさんの人たちが参加するイベント
を融合した「三原やっさ祭り」は今年で
28回を迎えました。この「やっさ祭り」
は「やっさ踊り」と同じように私たち市
民の共有の誇れる財産です。その誇りを
大切にし「やっさ祭り」を市民の皆様が
参加でき、楽しめる祭りとして次世代に
伝えなければなりません。
そして「やっさ祭り」を通してみはら
を広くPRしていくと共に、市民・行政・
企業をはじめ、多くの皆様方と手を携え、
誇りをもてるまちづくりを目指して精一
杯努力してまいる所存ですので、皆様方
の暖かいご理解とご支援のほどよろしく
お願いいたします。

第
18
回

募

大

集

三原やっさ祭り実行委員会では、『第28回三原やっさ祭り』を盛り上げるため、キャンペーンテーマ(キャッチフレー
ズ)を公募致します。
８月８・９・10日の３日間開催予定の三原やっさ祭りは、メインとなるやっさ踊りを中心に、花火大会やステージイ
ベント等、たくさんのイベントを企画中で、気楽に参加できる楽しいお祭りにしたいと考えております。
三原市最大の夏祭り「三原やっさ祭り」にふさわしく、また、一人でも多くの方々に参加していただけるような、明
るく楽しい、そして親しみやすいキャンペーンテーマを広く一般より募集致します。
◆応募方法……………ハガキ、封書、ＦＡＸ、Ｅメールまたは、持参。
ホームページからも応募できます。
住所・氏名・年令・電話番号をご記入の上、下記までお申し込み下さい。
作品は、15字以内（一人何点でも可）
◆募集期間……………平成1 5 年2 月1 日（土）〜 3 月4 日
（火）（必着）
◆表
彰……………優秀賞 1 点
賞金３万円とやっさオリジナルグッズ
佳 作 2点
やっさオリジナルグッズ
◆結果発表……………選考後、本人宛にご連絡いたします。
◆応 募 先……………〒723−8555 三原市皆実4丁目8−1 三原商工会議所内 三原やっさ祭り実行委員会 まで
ＴＥＬ・62−6155
ＦＡＸ・62−5900
メールアドレス：yassa@mhr-cci.or.jp
ホー ム ペ ー ジ：http://www.mhr-cci.or.jp/yassa/
◆そ の 他……………採用テーマは、当方にてデザイン化（ロゴ化）して、ポスター・ガイドブック等の印刷物すべてに
使用します。 ※ 応募作品の著作権は主催者に帰属し、作品は返却いたしません。
〔過去3年間のキャンペーンテーマ〕
第25回
いい夏２０００！やっさ夢交流
第26回
出合いの舞台 ＹＡＳＳＡ２００１
第27回
新感鮮！瀬戸のやっさに夢未来

わんぱく相撲
わんぱ
んぱく相撲
相撲
三原場所

（社）三原青年会議所では、次世代を担う子ども達の心豊かな成長を願い、日本の国技である「相撲」を
通して、心身の鍛練と健康の増進を図ることを目的として「わんぱく相撲三原場所」を開催しております。
近年では三原以外の地域からもたくさんの子ども達に参加して頂いており、地域や学校を越えた交流も盛
んに広がっております。昨年までは５月の下旬に宮浦公園で開催しておりましたが、本年度は４月27日（日）
に戦後相撲の国体の場所にもなりました歴史ある場所、三原八幡宮にあります西宮公園で開催することと
となりました。対象は３歳から小学６年生までの男女です。４月27日（日）には西宮神社に集まってぜ
ひ相撲を楽しみましょう！

4 月2 7 日
（日）
三原八幡宮西宮公園
開 催！

日
時／4月27日（日）8：30集合
場
所／三原八幡宮にある西宮公園
参 加 資 格／三原市近郊の3歳から小学6年生男女
※運営ボランティアの方も募集します。
持 参 品／お弁当、短パン、タオル
表
彰／全員に参加賞があります。4・5・6年生の優勝者には全国大会
（東京両国国技館）
への出場資格が得られます。
※優勝者が女の子の場合は三原場所のみの表彰となります。
申し込み方法／次号にてお知らせいたします。
主
催／（社）三原青年会議所

3 月 1 日 より募 集 開 始
第10回

住民による合併を考える会

2 月2 0 日（木）
【時間】18：30開始 （18：00受付）
【場所】サン・シープラザ 3階 栄養指導室
今回の考える会では、昨年分科会で調査研究した
まとめ、そして4月以降の考える会の運営方法につ
いて話し合います。是非ご参加下さい。

ご応募及びお問い合わせ先

担当：協動のまちづくり実践委員会
（渡辺・松尾）
URL：http://www.mihara-jc.com/gappei

投稿募集
「ちょっと一言」
本紙へのご感想や、
まちに対するご意見
など、何でもお聞か
せ下さい。
なお掲載分につい
ては粗品を進呈いた
します。
◆投稿方法
ハガキ・FAX・emailで 右記までお送
り下さい。

モニター募集

皆様の声を
お聞かせ下さい !

本紙「やっさもっさ」
ではモニターを募集

◆モニター方法
郵 送 によ る 簡 単
なアンケート
しております。紙面
◆モニター期間
に対する皆様の率直
2003年１月号〜
なご意見、ご感想を
11月号
（毎月１回）
是非お聞かせ下さい。 ◆申込先
詳細については右記
ハガキ・F A X ・
e-mailで右記まで
のとおりです。
お申し込み下さい。
。
い
下さ
申し込み
お気軽に

今月のやっさもっさTV（三原CATV）は、2月26日・27日・28日（19：15〜、21：15〜、23：15〜）放送です。ぜひご覧下さい。
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◆お問合せ先

（社）三原青年会議所
〒723-0052
三原市皆実4-8-1
三原商工会議所内

TE L：0848-63-3515
FAX：0848-62-1141
E-mail : info@ mihara-jc.com
「やっさもっさ」

メールマガジン
を発信しています。
ご希望の方は下記アドレスまで
www.mihara-jc.com

三原J Cビジョン

社団法人三原青年会議所新聞

今月号の記事
１面 300号のお礼
２面 ワークショップ開催告知
カレーライス会、住民による合併を
考える会
３面 わがまちよ、活力を見出せVol.2
福祉のまちみはらとはVol.2
４面 わんぱく相撲開催告知、2月例会

理事長

佐藤恵美子

これからもまちづくりの一環として
私達の活動を広報してゆきます。
（社）三原青年会議所新聞「やっさもっさ」は、
おかげさまで300号を迎えさせていただきました。
本紙「やっさもっさ」は、1976年の創刊以来「明
るい豊かなまちづくり」を基本理念に、地域の
皆様と共にまちづくりを考えてゆける紙面づく
りを心がけ、あらゆる取材や調査研究を行い、
その都度活動の報告や提言をしてまいりました。
時には、皆様より厳しいご意見等もお寄せいた
だきましたが、このことは地域の皆様と共にま
ちづくりを考えているという嬉しい実感であり、
私たちのまちづくりに対する大きな原動力とな
りました。ここに「やっさもっさ」300号発行
という節目を迎えるにあたり、20年後30年後の み
はら

が

魅力溢れるわがまちみはら

となる

べく今後ますます若者らしく積極果敢に取り組
んでゆく所存でございます。今後とも（社）三

「やっ

さもっ

原青年会議所の活動に対しまして、深いご理解

さ」第

と暖かいご支援を賜りますよう節にお願い申し

１号（
1976
年）

上げますと共に、
本紙「やっさもっさ」のなお一
層のご愛読をお願い申し上げ300号発行のお礼
のご挨拶とさせていただきます。

最近、ふと思うのだが「魅力あるまち」
とはどんなまちなのだろうか。皆、
自分の住んでいるまちに誇りを持っ
ているのだろうか。単純な疑問だが
なかなか答えが見つからないでいる。
◆昨年来、わがまちでも合併問題が
論議を呼んでいる。しかし、私たち

市民が望む議論がなされていないのが
現状である。このままでは、合併して
も私たち市民の暮らしがあまり「良く
なる」ようには思えないのである。◆
本当の魅力あるまちってなんだろうか？
皆がその地に憧れ住みたくなるよう
なまちってどんなまち？ 安全で安心
という、ストレスのない保証基盤があ
れば、このまちは温暖で山海の幸にめ
ぐまれ豊かで、「楽園」そのものでは

ないか。これこそが都市間競争の激化
や生き残りなどから逸脱した本来の魅
力あるまちの姿ではないか。建物など
はそこに住んでいる人々の意見を聞き
協働でつくればいいのだ。◆ところが
国から降りてくるお金をあてにして「都
会的なまち」を建設しようとする案ば
かり目立ち、合併をイベント化させて
はいないか。地方分権、地方自立をう
たうなら中央の話しに踊らされていな

いで、全国に誇れる「モデル都市」、
「オンリーワンなまち」となるべく
しっかりとした理想を首長、議員に
持っていただきたいものだ。当然な
がら、そこに住む私たち市民自身も
考えるべき問題であるのは言うまで
もない。

本紙『やっさもっさ』は、 1 月から11月まで毎月 1 回発行し、新聞折り込みを中心に配布しております。何卒ご愛読ください。 ※資源保護のため再生紙を使用しています。
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三原JCが企画
先月号の「やっさもっさ」でお知らせした三原運動公園整備を目的とした市民主導の
ワークショップ事業について、多くの方からお問い合わせをいただきました。その中
で数多くあった質問をＱ＆Ａ方式でご紹介させていただきます。

運動公園拡張部分

どんな意見を言えばいいの？

多目的運動広場

自由な発想で、発言をして下さい。例えば「公園の中に遊歩道がほしい」
「託児施設がほしい」「ベンチは木製のものがいい」などです。

自由広場

何か持参するものがありますか？
テニスコート

必要なものは用意していますので、手ぶらで気軽にお越しください。

ワークショップに参加したことが無いのですが大丈夫ですか？

陸上競技場

大丈夫です。ワークショップはくだけた雰囲気の会議だと思ってくだ
さい。ゲーム感覚で行いますので、ノーネクタイでいいですよ。
ワークショップの様子

野球場

三原市運動公園図

公園が出来た後の管理や運営にボランティアで参加したいのですが？
大歓迎です。完成した公園の維持管理は今後の課題でもあります。

3回のワークショップはどんな感じになるの？
１回目は、10人程度のグループで意見を出し合い、それぞれのグルー
プでいくつかの意見にまとめます。
２回目は、前回の各グループでまとめた意見を再検討し、全員でさら
に絞込みます。
３回目は、最終構想の発表を行い、全員で完成イメージ図を作ります。

■「ワークショップ※1 」開催概要

■申し込み要領 （年齢、性別、職業は問いません）

開 催 日：第1 回 4 月1 4 日（月）
：第2 回 5 月1 5 日（木）
（予定）
（予定）
：第3 回 6 月2 5 日（水）
開催時間：1 8 ：3 0 〜2 0 ：0 0 （受付1 8 ：0 0 より）
開催場所：三原市中央公民館 中講堂（三原市円一町2−3−1）
募集人数：1 0 0 名
そ の 他：会費は必要ありません。服装は自由です。

住所、氏名、職業、年齢、性別、電話･ＦＡＸ番号、e-mail アドレス、
参加したいと思った動機をご記入の上、電話、e-mail、ファックス、
はがきなどで、下記までお申し込みください。

■応募先
（社）三原青年会議所
住 所：三原市皆実4−8 −1
ＴＥＬ：0 8 48 −6 3 −3 5 1 5 ＦＡＸ：0 8 48 −6 2 −1 1 41
e-mail：info@mihara-jc.com
担当者：協働のまちづくり実践委員会
委員長 渡辺 敏

※1 テーマについて、様々な立場の人が、公平かつ創造的な協同作業をつうじて、
発想を出し合い、意見交換し、協議を重ねながら合意形成してゆく会合。

三原ＪＣ
理事役員が
市長と懇談

住民による合併
を考える会

各分科会の集大成

第10回

開催

去る2月20日（木）サン・シープラザにおいて
第10回住民による合併を考える会（勝村憲明座長）
が開催されました。当日は、4分科会（住民参加・
財政・福祉／環境・教育）より住民の視点から
合併を切り口に考えてきたまちづくりの提言書を、
各分科会のリーダーが発表しました。その後検
討された「4月以降の会の運営方法」と合わせて、
活発な意見が飛び交い、情熱一杯に説明する座長の姿や、将来のまちを考え
る多くの市民の方に頼もしさを感じました。なお、この提言書は三原市、本
郷町、久井町、瀬戸田町の首長及び議会へ提出予定とのことです。この概要
は次号にてお伝えします。

まちづくりにもっと若者の声がほしい
（社）三原青年会議所広報委員会（住田誠委員長）は、去る2月18日（火）
、
ビストロＳＯＢＯにおいて五藤康之三原市長をお招きし、当所理事役
員とのカレーライス会（懇談会）を開催しました。少し堅い雰囲気で
始まった会は、合併問題、教育問題、福祉、やっさ祭りなど様々な意見交換
を行う中で、まちづくりに対して若者の声を求めている市長と徐々にリラッ
クスした理事役員とが盛り上がりを見せ、今後のまちづくりに関して熱い懇
談を繰り広げました。私達はこの懇談を生かして、今後も「協働のまち」実
現に向けて積極的に行動してまいりますが、皆さんも三原市のホームページ
から市長へメッセージを送ってみてはいかがでしょうか。

！
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ーナー
連載コ

構造改革特区で地元経済活性化！
「失敗を恐れずやってみる。」（小泉首相）政府は、全国で77、特区では47の規制緩和項目を決定。従来の日本全国横並
びの考えから、これからくるであろう、地域間競争を促すことになる構造改革特区は、いま大きな流れとなって動き出した。
の設備で価格も市場原理にゆだねられ医師の技能向上や患者の選択肢が
増えることが考えられる。しかし、人の命を金儲けの道具にはできない
とか、やる前から失敗する事はわかっているとの反対も強い。
2）外国人医師による自国民の診療。
例えば中国人医師が中国人に限り診療できる。在日の外国人に対する安
心感、利便性が増す。しかし特殊技能を有する外国人医師がいても、自
国民ではない日本人は診療が受けられないという課題は残っている。

実現されること
1. 農村の活性化
1）どぶろく特区
農村の民宿などが宿泊客に自家製のどぶろくを提供できることとなり、
地域の特色をだせるようになった。従来は自分で消費するには良かったが、
提供するにはかなりの量を作らなければならないという規制があった。
もちろん酒税は納められるので、財務省はすんなりＯＫした模様だ。
2）農地取得の下限面積要件緩和
50アール以上から10アール以上へ要件を緩和する。休耕田の利用促進、
過疎の農村の新規参入による活性化が期待される。（退職者、都市から
のＩターン受け入れ）しかし株式会社の参入は今のところ認められず、
各地域の農業委員会の問題など、これからの障害も大きいと考えられる。

三原市役所に問い合わせたところ、「現在、この規制がなくなればまちづく
りが進めやすいといった障害はなく、特区構想への取り組みは行っていない、
むしろ、経済界より積極的に提案してもらえれば、それについて検討はする」
とのことでした。今後特区構想については、みはら地域の活性化のため各方面
からの活発な意見が出ることを望みますが、現状は、経済界からも、住民から
もプランは出されておらず、「不便を感じてないから動かない」といった空気
が感じられます。これからの地域主権社会における、地域間競争で勝組となる
ために、5年後10年後を見据えて今からでも行動すべきだと考えます。

2. 医療部門
1）自由診療に限り株式会社が病院を経営。
脳のＣＴスキャン診療など、高度・特殊医療の参入が認められた。最新

ーナー
連載コ

必要！
必要 バリアフリー化と生活弱者に優しい福祉制度
バリアフリー化
ー化と生活弱者に
生活弱者に優しい福祉制度
福祉制度
連載テーマである「福祉のまち みはら 」の姿を求めて、福祉の分
野で幅広く活躍されている伊野木勲氏（みはらタコ工房代表）にお話
を伺いました。

挙げれば何があるでしょうか。
まず、三原駅の新幹線ホームに上 みはらタコ工房代表 伊野木 勲
がるエレベーターが無いという問題
1933年広島生まれ、72歳。広島
があります。現在２Ｆからホームま 大学工学部を卒業後、現在の三菱
でのエレベーターを設置する計画が 重工に入社。三原菱重エンジニア
あるようですが、１Ｆから上がれな リング社長を務め、退職後現在の
ければ意味がないと思います。また 団体に参加。月に一度の例会、自
助具の製作活動などを行っている。
三原には、車イスの方が宿泊できる
会員17名。三原ケアネットワーク、
ホテルが少ないという問題もあります。 広島頚損ネットワークなどにも所
やっさ祭りに参加する方が、宿泊に 属し、その活動範囲は広い。
困ったという話も聞きました。同じ
ように、車イスで外食できる店も少ないようです。最後に高齢者、障
害者の方でも容易に情報収集・発信できるインフラが整えば、独居者
の方でも安心して暮らせるまちになると思います。

―現在の団体に参加した動機は何でしょうか。
退職後に、何か社会の役に立つことをしたいと思っていました。自
分の生きがいを探していたのです。そんなときに、ある講演を聞いた
のが、福祉活動に取り組む直接のきっかけになったと思います。体は
元気でしたから、自ら行動できるものがいいと思っていました。
―早速本題を伺いますが、福祉が充実しているまちとはどんなまちで
しょうか？
私が理想とする姿は、バリアフリーのまちになっているということ
です。すべての公共施設がそうあるべきで、生活弱者に対して優しい
まちになっていることが大切だと思います。それと合わせて医療・介
護などの制度、いわゆる生活を支える社会システムも必要だと思います。
この「物」と「制度」の二つが整えば福祉が充実したまちといえると
思います。近くに良い例がありますが、御調町はまち全体で福祉に取
り組んでいます。公立みつき総合病院の存在が大きいと思いますが、
ねたきりゼロ運動や町民のボランティア活動も大変活発です。一人ひ
とりの福祉に関する意識の集まりが、高齢者に優しいまちを創り上げ
たのだと思います。

伊野木氏は、今後みはらのまちが抱える課題などを検討してゆく市
民会議を発足させ、そこでまとめた内容を市へ要望したいと言ってお
られました。その情熱は、とても年齢を感じさせないもので、私達青
年会議所会員も見習うところが多くあると感じました。社会福祉に関
して、現場に直接関りながら活動を続ける伊野木氏のような人が一人
でも多くまちに存在することで、「福祉のまちみはら」が少しづつ形
となって出来上がってくるのだと思います。次回は、市役所民生部よ
り三原市長期総合計画「福祉のまち／安心して暮らせるまち みはら 」
について説明いただきますので、その内容を掲載する予定です。

―現在のまちに対して、バリアフリーという観点から具体的な課題を
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参加者募集中！

八
三原 宮公園
西

参加賞あり！

4 27

日 時／ 月
日（日）8：30集合
場 所／三原八幡宮内西宮公園
駐車場は宮浦公園をご利用下さい。
雨天の時は西小学校体育館で行ないます。
参加資格／三原市及び近郊の男･女小学生
１･２年生は保護者同伴
競技方法／リーグ･トーナメント方式
参加費用／無料
持参品／弁当･短パン･タオル
表 彰／全員に参加賞があります。
なお、４･５･６年生の優勝者は全国大会（東
京両国･国技館）への出場資格が得られます。
旅費･宿泊費は三原青年会議所が負担。
※優勝者が女子の場合には、三原場所のみの表
彰となります。
定 員／約200名
応募者多数の場合は先着
順とさせて頂きます。
申込締切／4月13日（日）
当日受付も若干名可能

読 書

ジュニア大会開催
本土俵にて相撲をとる事を経験していただ
きます。
（1 〜2 試合）
参加対象／3 才〜6 才
参加費用／無料

運営ボランティア大募集 !!
わんぱく相撲三原場所は、子ども達が日本の国
技である「相撲」を通して、心身の鍛練と健康の増
進をはかることを主たる目的として開催いたします。
未来を担う子ども達を我々青年会議所メンバーと
共に育んでみませんか？相撲の経験・知識のある方、
また、大会の趣旨にご賛同いただける方を募集い
たします。
例）審判、進行助手、サブ土俵の運営など
わんぱく相撲は（社）東京青年会議所登録商標です。
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まわしを準備する都合上 、
身長・体重をお書き下さい。
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体 重

①申込書に記入し、ジャ
スコ・フジグラン内の
しまなみ信用金庫ブ
込
ランチにある申し込
み 受 付 B OXに入 れ
て下さい。
方
②電話・FAX・e-mailで
申込書の内容を下記
法
までご連絡下さい。
申

kg

川柳でまちづくり！？

2月例会開催！
（社）三原青年会議所会員拡大推進室（鳥越浩室長）は、
2月19日
（水）
三原商工会議所にて2月例会を開催しました。
効率よくまちづくりを実践するために、私達の仲間は最低
でも50人は必要であると情熱を持って訴える室長の声に
会員は熱心に耳を傾け、その後行われたテーブル毎の行動
計画も具体的なものを作成し、それぞれが発表を終えメン
バー全員の意識が高まることになりました。

◆入会説明会のお知らせ
一緒に活動してみませんか？
（社）三原青年会議所では会員を募集しています。少しで
も興味のある方は下記要領にて開催する説明会にて青年会
議所についての様々な質問にお答えしますので、気軽にご
参加ください。

★日時／ 4 月 3 日（木）19：00〜20：00
★場所／つぼみ（三原駅北口）
★参加資格／年齢25〜35歳（原則として）性別は
問いません。三原市内及び近隣町村に在住、また
は勤務されている方。※不明な点などは、右記ま
でお気軽にお問い合わせください。

俳句は、自然と人間のふれあいの韻律詩と言う文字だと言われ教養を高めてくれるものだと感じていま
すが、川柳は、物事の真理をずばり突いたり、社会の矛盾を諷刺したり、人情の機微を表現し世情づくり
に深い影響を与えてくれる面白さがあると思います。まちづくりに川柳を生かす試みは如何でしょうか。
これでは市長迄声は届かないですね。
ダイエットじゃあるまいし声を届けて町づくりをしてもらいたいものです。
こんな人を選んだら選んだ人の責任になりますよ。
教育現場にこんな先生にいてもらいたいものです。
川柳でまちづくり運動、そして飛躍するやっさの祭典と共に心地良く住める三原市への提言と育てる企画
はどうでしょう。
＜幸崎町 78歳 無職＞

お知らせ 「やっさもっさ」では上記読者より提案いただいた「まちづくりに関する川柳」を募集します。
採用作品は、紙面で紹介させていただきます。投稿方法は「ちょっと一言」と同じ要領でお願いします。

投稿募集
モニター募集
「ちょっと一言」
「ち
「ちょっと一
ょっと一言」
言」
本紙「やっさもっさ」

本紙へのご感想や、
まちに対するご意見
など、何でもお聞か
せ下さい。
なお掲載分につい
ては粗品を進呈いた
します。
◆投稿方法
ハガキ・F AX・
e-mailで 右記までお
申し込み下さい。

ではモニターを募集
しております。紙面
に対する皆様の率直
なご意見、ご感想を

皆様の声を
お聞かせ下さい !

◆モニター方法
簡単なアンケート
◆モニター期間
2003年１月号〜
11月号
（毎月１回）
◆申込先

是非お聞かせ下さい。

ハガキ・F A X ・

詳細については右記

e-mailで右記まで

のとおりです。

お申し込み下さい。

◆お問合せ先

（社）三原青年会議所
〒723-0052 三原市皆実4-8-1
三原商工会議所内

TEL：
63-3515／FAX：
62-1141
e-mail : info@ mihara-jc.com

やっさもっさＴＶ放送予定日（三原テレビ放送）
日
時間
7：30
8：30
9：30
19：15

『やっさもっさ』メールマガジンを発信しています。ご希望の方は右記アドレスまで
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21：15

www.mihara-jc.com

23：15

26（水）

27（木）

28（金）

2000年に広島県合併推進要綱により、私たちの住
む地域の合併パターンが県より示され、本郷町・久
井町・三原市による任意合併推進協議会が発足いた
しました。
しかし、合併することだけが本当にこの地域に住
む私たちにとって良い選択なのでしょうか？今私た
ちの目の前に繰り広げられようとしている平成の大
合併劇は、国の都合・県の都合・市町村の都合で無
理やり地方分権のための受け皿を創ろうとしている
ように見えて仕方がありません。
現実に住民は合併してもあまり生活が変わらない
と感じているのか、関心が薄く盛り上がりに欠けて
いると思います。
住民にとって意味のある合併とは、この機会に『ま
ちに関心を持つ住民と行政、企業が連携して行うま
ちづくり』（協働のまちづくり）という形へ転換す
ることだと思います。
そのために、住民参加の先駆けとして私たち「住
民による合併を考える会」は、2001年11月の発足以来、
勉強を重ね、住民の視点から合併を切り口にまちづ
くりを考えてまいりました。そして「住民参加」「財
政」「福祉・環境」「教育」の4分科会で検討を重ね
た成果を、ここに「提言書」としてまとめました。
この提言書を、1市3町（久井町、瀬戸田町、本郷町、
三原市）の首長、議長と新市将来構想策定委員会委
員長にお渡しいたしました。
（座長 勝村憲明）

渡辺リーダー

「住民参加」を進めていく上で新し
い社会システムが必要だと考えられ
ます。そこで、市民・行政・企業か
ら中立の立場のまちづくりセンター
の設置を提案しています。まちづく
りセンターでは、まちづくりに関す
る情報提供、専門的な知識での相談、
財政的な支援、
市民・行政・企業が
話し合える場等をつくることになり
ます。

門田町長、
堀議長へ
提出

五藤市長、
礒合議長へ
提出

柴田町長、
向山議長へ
提出

惠木町長、
梅本議長へ
提出

▲住民による合併を考える会メンバー

佐々木リーダー

親本リーダー

財政の健全化の為に、財政指標の改
善目標値を明示し、行政・議会の自
己規律と住民の監視による前記の目
標の実現を提案しています。税制等
の仕組みを変えることにより自活で
きる自治体を提案しています。遊休
施設の利用の具体例として保健福祉
学園都市構想を前進する為に緑ヶ丘
高校の跡地を利用した「たのしい健
康センター」の実現を提案しています。

全国的に高齢者比率の高い1市3町
は寝たきりを作らないための予防と
自立を考えて、高度な専門家と設備
を確保し、広域利用して効率化を図
ることを提案しています。また、老
人ホームは、実際的に申し込み順か
ら必要度順に変更するべきだと提案
しています。地域の市民が支えあう
仕組みとして地域通貨制度を提案し
ています。

大東リーダー

学校週5日制の導入や｢総合的な学
習の時間｣の創設により、今まで以
上に未来のまちの担い手である青少
年を地域ぐるみで育むことが必要だ
と考えられます。そこで、市内各中
学校区に、行政、議会、PTA、企業、
公的機関、町内会、市民ボランティ
アで構成される青少年健全育成会の
設立を提案しています。

※ご希望の方には提言書のコピーをさしあげます。（社）三原青年会議所までお問い合せ下さい。

この紙面の出る頃には、イラク戦
争も終結しているだろうか。この戦
争に参加した100万人の兵士がいれば、
そこには100万の命があり、100万
の人生がある。それは攻撃を仕掛け
るほうも、受ける側も同じことだろう。

新聞、テレビでのイラク戦報道は、戦
争の悲惨な真実を否応なく見せつけた。
◆捕虜となり、テレビ映像にさらされ
た米軍兵士。戦闘で命を落とした双方
兵士。空爆で傷ついたイラク市民、イ
ラク少女。どんなに兵器がハイテク化
しようと、どんなに情報化が進もうと、
多大な犠牲を強いられるのは、結局は
人間なのである。◆国を救うことがで

きるが、人の命は守れない。それがハ
イテク兵器なら、所詮人類のおごりに
すぎないのではないか。この戦争で、
それぞれの命が、夢が、未来が、人生が、
戦火に散った。過去に悲惨な戦争経験
をしてきたにもかかわらず、始まって
しまった今回のイラク戦争。世界各地
では、一日でも早い終結を望み no
war 運動を行い、同様にわがまちでも

peace walk 行われるほど関心が
高かった。◆県議会議員選挙も終わり、
市議会議員選挙が間近に迫っているが、
合併を目前に控えわがまちの将来に
関わる重要な選挙に今回の戦争同様、
住民も我がことと捉え関心をもって
いただきたい。

本紙『やっさもっさ』は、 1 月から11月まで毎月 1 回発行し、新聞折り込みを中心に配布しております。何卒ご愛読ください。 ※資源保護のため再生紙を使用しています。
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第2 回ワークショップ
開催のお知らせ

去る4月14日、記念すべき第1回
のワークショップが開催されました。
当日の飛び込み参加もあり、老若
男女の参加者が和やかな雰囲気で、
楽しくワークショップを行なうこと
が出来ました。

5 15

日時：
月 日（
木
場所：三
原市中央 ）
参加無料 公民館

参加者募集！

18：30開会

ーナー
連載コ

三原運動公園整備事業に
ついてのワークショップ流れ
三原青年会議所

市民

ワークショップ

今回出た意見（一部掲載）

（会議）

（社）三原青年会議所広報委員会では、「みは
る座談会」として以下の青年世代の人に集ま
みはらを元気にするにはどうすれば良いか、忌
を話していただきました。その内容を今号と次
載します。（この座談会は3月26日に開催して

・木製遊具、アスレチック設備

提

・バーベキュースペース
・屋根付ベンチ
・季節の花や緑が楽しめる遊歩道
・授乳室付トイレ
・自由に食べられる実のなる木
・犬を離せられる場所
・コンサート会場を想定した
電源設備

な
た
新 が
展開 る
始ま

｢住民による
合併を考える会｣

三原青年会議所

行政

参加していただいた皆様、本当にあ
りがとうございました。改めて感謝
申し上げます。さて、次回5月15日
の第2回ワークショップでは、今回
出た意見をもとに、施策する上での
優先順位を決める投票を行ないます。
つきましては、さらに新規参加者を
募集いたします。住所、氏名、職業、
年齢、性別をご記入の上、三原青年
会議所までご応募ください。お待ち
しております。

案

協

議

最終案
決

定

2004年末完成

運営スタッフ大募集

「住民による合併を考える会」は、提言書提出（1面に掲載）という活動の集大成を区切りに新たな展開を始めようと
しています。
今までは、分科会（ほぼ固定したメンバー）を中心に活動してきましたが、今後は、以下のように、いつでも誰でも
気軽に参加できる運営にします。さらに三原市以外の3町へも伺い、その町で合併に関わる方をお招きして、意見交換を
行い、住民の方を交えて合併の課題を議論します。
そこで、新たに生まれ変わった｢住民による合併を考える会｣の運営スタッフを募集します。住所、氏名、年齢、性別
をご記入の上、電子メール、ファックス、郵送のいずれかで青年会議所事務局までご応募ください。皆様のご参加をお
待ちしています。

「住民による合併を考える会」全体会議概要
参加対象者：住民、会のメンバー、J Cメンバー
パネリスト：1市 3町の首長、議長、議員、新市将来構想策定委員会委員
開催場所：1市3町
開催日時：5月〜12月の間に4回以上開催予定（18：30〜20：30）
会議内容： 2部構成
・第 1部は、パネリストと参加者との意見交換会
・第 2部は、会で作成した提言書を題材とした参加者（住民）
の意見交換
参 加 料：100円（資料代）

ーナー
連載コ

解説！
解説 福祉のまち
福祉の
みはら
私達は、連載テーマを探ってゆくために、三
原市長期総合計画「福祉のまち／安心して暮ら
せるまち みはら 」を作成した、三原市民生
部に説明をお願いしました。4つの課より説明
をいただきましたが、今回は高齢者福祉と児童
福祉の2つについて掲載します。

「ふれあい いきいきサロン」
≪高齢社会への対応の充実≫

▲3月に開催された、第10回「住民に
よる合併を考える会」の様子

「住民による合併を考える会」スタッフについて
応 募 資 格：三原広域の合併に関心のある方（年齢性別不問）
活動内容・役割：会の運営、内容を決定・渉外の担当・事務関係の整理・メンバーとの連絡調整
スタッフ会議に出席（月 1 回程度、18：30〜20：00を予定）
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住田：まず、三原の置か
観て、これでいいのかと
青年部
すが、いかがでしょうか
部長
伊達：そうですね。三原
だ て かず と
伊達和仁 氏 ていると感じます。まず
一つひとつが、強くなることだと思います。そう
のパワーが生まれ、まちが元気になると思います
川畑：住民の福祉をより
三原市
産業の活性化なくしては
商工観光課 すなわち、住民、企業の
主事
の税収増、行政の住民、
かわばた ひろ し
川畑博資 氏 実したサービスの提供実
三原商工
会議所

我が国の高齢者人口は、平均寿命の伸びとともに、
世界に類をみないスピードで増加しており、平成27
年（2015年）には、高齢化率（総人口のうち65歳
以上人口の占める割合）が25％を超え、国民の4人
に1人が65歳以上という超高齢社会の到来が予想さ
れています。三原市においては、それよりも早く平
成19年（2007年）には、4人に1人が65歳以上にな
ると予想されています。
このような状況の中、三原市高齢者保健福祉計画・
三原市介護保険事業計画を策定し、すべての高齢者

は、「みはらの経済を語
人に集まっていただき、
良いか、忌憚のない考え
を今号と次号に分けて掲
開催しています）
原の置かれている状況を
いのかと疑問を抱くので
しょうか。
ね。三原経済は沈滞化し
ます。まず、三原の企業の
ます。そうすることで全体
と思います。
祉をより充実させるには、
くしては実現できません。
、企業の所得増、市財政
の住民、企業へのより充
の提供実現といった循環

まち
に、三
て暮ら
市民生
り説明
と児童

ン」
≫
ともに、
、平成27
ち65歳
民の4人
が予想さ
も早く平
以上にな
祉計画・
の高齢者

づくりが必要です。そのお手伝いを現在の所属先でしてゆければ
と考えております。
住田：三原は大企業城下町として発展してきましたが、確かに企
業の発展も重要だと思いますが、その他に変われる要素はありま
すか。
石井：そうですね。三原郵便局跡地に、
蛸 塾
今度ケアハウスが出来ます。こんな駅前
塾 頭
に近いところは全国でもないみたいです。
サン・シープラザと連携して、いろんな
いし い かつあき
石井克昭 氏 人が潤える、憩いのあるまちに出来る可
能性があります。
（社）三原 佐藤：それには、介護される側だけでな
青年会議所 く、介護する人もイキイキ出来るまちに
理事長
すべきだと思います。
伊達：日本は今まで、画一的なまちづく
さとう え み こ
佐藤恵美子 りがされてきたように思います。地元を
よく知らないコンサルに任せた、駅前開発など金太郎飴のようで
した。誰かの言った通りにするという甘えがあったように思います。
三原も福祉のまちならCATVを上手く使って介護、保健、それに
関連する産業などに取り組めばいいと思います。
石井：その点、滋賀県長浜市の黒壁。ここへは、全国から観光客
やまちづくりに関わる人が訪れていますが、数人の有志の出資に
よって始まった企業が、まちづくりの原点になりましたね。
伊達：三原にはリーダーになるような人はいると思いますが、そ

ができる限り健康を保持し安心して生活できる総合
的な施策を推進しています。例えば、高齢者が住み
慣れた地域で生きがいをもって暮らせるよう、地域
の方やボランティアの方と協力し、 ふれあいいき
いきサロン の運営を支援しています。家庭に閉じ
こもりがちな高齢者に積極的に参加していただき、
健康で生きがいをもって暮らせるよう、全市的（現
在38ヶ所）に広めてゆきたいと思っています。
また、介護保険制度の状況については、介護認定
者のうち3分の1の方が施設に入居され、3分の2の
方が在宅介護となっ
ています。福祉施設
についても今後充実
を図り、在宅と施設
の中間的な施設であ
る痴呆性高齢者グル
ープホームも建設が
予定されています。郵
高齢者福祉課
便局跡地にもケアハ
かみ だ
きよし
ウスが建設予定です。

上田 清 課長

「放課後児童クラブ」
≪少子社会への対応の充実≫
近年の児童を取り巻く状況は、少子化社会の到来
が現実のものとなり、 三原市においても、年間出
生数が18年前の1,000人台から下降の一途をたどり、

のリーダーを町のために支えようとする思いが弱いのではと思う
こともあります。
佐藤：三原J Cは今年、人はどうあるべきか、人をどう磨いてい
くか、まちづくりは人づくりからという視点で活動しています。
その中で私が感じていることは、このまちでは、男性の意見が表
に出やすく、女性の声、お年よりの声などが表に出にくい体質に
あるということです。
森川：大企業の誘致もいいが、行政も、
三原商工
会議所
商工会議所も、昔から三原で商売をして
商工振興課 いる企業、商売人をもっと大事にすべき
経営指導員
だと思いますが。
もり かわ ひで あき
森川英明 氏 伊達：私も同感です。三原には特色のあ
る技術を持った企業がたくさんあると思います。その、人、企業
を使ったまちづくりは出来ると思います。
（社）三原 石井：例えば東大阪では、技術を持った
青年会議所 中小企業が集まって人工衛星を飛ばそう
広報委員会 という話もありました。三原もやれば何
委員長
か出来ると思います。
すみ だ
まこと
住田
誠 川畑：行政も企業誘致のみならず、すで
に地元三原で活動している企業等を大切にして行く体制づくりに
取り組んでゆかなくてはなりません。先日、その一環として、三
原に進出している臨海地域、
三原西部工業団地に進出している企
業との交流会を開催したところです。今後も各方面の市内企業等
とこのような交流の場を持つ予定です。
以下は次号。

平成14年度（2002年度）には、734人となってい
ます。
少子化が進行する一方で、いじめ・虐待・非行な
どの問題が増加しており、その背景には家庭や地域
社会の養育機能の低下があると言われています。
こうした状況に対応するため、県では 子ども夢
プラン21 を策定し、市町村や民間の取組みを支援し、
三原市においても「児童育成計画・こどもいきいき
夢プラン」を策定し、諸施策の推進に取り組んでい
ます。
その一つとして、放課後児童クラブがあります。
共働き家庭の小学校低学年の児童を対象に、授業終
了後や長期休暇中の子どもの居場所を提供しています。
現在は三原市内に6ヵ所設置されていますが、今後
も需要が高まると予想されるため、動向を見極めな
がら、健全な育成が
図られるよう検討を
行いたいと思ってい
ます。
こうした取組み等
により、子どもたち
が生き生きと育ち、
子育てに希望が持て、
児童福祉課
安心して生み育てる
おお もりてつ お
ことができるよう、
大森哲雄 次長
今後も努めて参りま
す。
次回は、社会福祉と保険福祉について掲載します。
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（社）三原青年会議所
社）三原青年会議所

3 月例会開催！

協働のまちづくり実践委員会（渡辺敏委員長）
では、｢ここまできた･･･住民による合併を考える会
｣〜いまこそ、花開くとき〜と題し、3月例会を開
催しました。例会は2部構成で、第1部では、住民
による合併を考える会勝村憲明座長より、会で作
成された提言書と今後の展望をお話しいただきま
した。第2部は、合併問題を題材としたディベー
トを行い、メンバー全員で、合併問題を改めて掘
り下げて考えました。1市3町の合併を推進する為
に新たな活動を開始する｢住民による合併を考え
る会｣に青年会議所メンバーとして積極的に参加
するモチベーションを高めました。

広島県を代表する祭り「三原やっさ祭り」は、今年で第28回を迎え、
たくさんの行事が予定されています。この三原やっさ祭りを通して、
私たちの街「三原」を全国にアピールしてみませんか！美しく輝く海
とそこに浮かぶ島々・歴史と文化が調和する街並み、こんなにイキイ
キとした「みはら」、そしてパワフルでエネルギッシュな「やっさ祭り」、
広島県を代表する郷土芸能「やっさ踊り」を全国に向けてＰＲしてみ
ませんか？きっと忘れることのできない素晴らしい思い出があなたを
待っています。

◆応募される方へご案内
名
称
入 賞 数
応 募 資 格

申込手続き
−申込先−
申
審
審
及

込
査
査
び

賞
主
後
そ

締
方
日
場

切
法
時
所
品
催
援
他

の

2003三原ミスやっさ
3名
・三原市内及び三原市近郊居住者または勤務者
・満18歳以上の方（高校生不可）
・観光アシスタントとして三原を全国にＰＲして頂ける方
所定の申込用紙に必要事項を記入しお申し込み下さい。（書類はお返しいたしません）
〒723-8555三原市皆実4丁目8−1 三原商工会議所内
三原やっさ祭り実行委員会 TEL 62−6155 FAX 62−5900
平成15年5月21日(水)
第1次審査（書類選考） 第2次審査（公開審査）
◆第1次審査───申込締切後即時 ◆第2次審査───平成15年6月7日(土) 14：00〜
サン・シープラザ 3Ｆ（三原駅前 ペアシティ三原西館）
※1次審査合格者には合格証並びに2次審査の案内を致します。
ハワイ旅行6日間 その他表彰品 ※当選された3名の推薦者には推薦者賞。
三原やっさ祭り振興協議会 中国新聞社
中国放送 三原テレビ放送
公開審査の服装は自由です。詳細は三原やっさ祭り実行委員会まで問い合わせください。

第19 回

募集！
参加者二次
あり）
（ 参加賞

当日参加も若干名お受け
いたします。

日 時

◆ご注意
ください
今回は、
。
同時開催 さつき祭りと
ではあり
ません。

4 月 27 日（日）
8：30集合

場 所

三原八幡宮西宮公園

駐車場は宮浦公園をご利用ください。
雨天の場合は西小学校体育館で行います。
第19回わんぱく相撲三原場所では、三原市及び近郊の男・
女小学生の子ども達を対象に参加者を追加募集いたします。
また、3〜6才の子ども達を対象としたジュニア大会も同じ
く参加者を追加募集いたします。詳しくは、三原青年会議所
までお問い合わせください。

◆入会説明会のお知らせ

一緒に活動
して
みません か
？

（社）三原青年会議所では会員を募集しています。少しでも興味の
ある方は下記要領にて開催する説明会にお越し下さい。青年会議所
についての様々な質問にお答えしますので気軽にご参加ください。

★日時／ 5 月 1日（木）19：00〜20：00
★場所／つぼみ（三原駅北口）
★参加資格／年齢25〜35歳（原則として）性別は問
いません。三原市内及び近隣町村に在住、または勤務
されている方。※不明な点などは、右記までお気軽に
お問い合わせください。

今年開催する「第19回わんぱく相撲三原場所」は、
場所を変え、三原八幡宮の西宮公園で新たなスター
トを切ろうとしています。現在は、花木公園になっ
ていますが、かつては三原の相撲における歴史的ゆ
かりの深い地だったということを皆さんはご存知で
しょうか？このことについて、宮司の高尾彰比古さ
んにお話を伺いました。

昭和
42年よ
り三原
八幡宮
の宮司
となる。
西宮
たか お あき ひ こ
八幡宮
高尾彰比古 宮司（74）
は永正
2年（1504）の大内尼子の戦
にて 記は焼失したが、現
在の地へは天正3年（1576）
小早川隆景により移された。
昭和29年より西宮八幡宮か
ら三原八幡宮に名称変更。

「ここでは、古くは江戸時代から秋の例大祭で奉納相撲が行われていたのですよ。
戦後は2回ほど大相撲の地方巡業もあったなぁ。それから国体の相撲会場にもなり
ましたよ。」と、当時の国体の写真を見せていただきました。
昭和26年（1951年）10月に行われた広島国体の相撲の様子を見ると、境内の斜
面を利用した桟敷席に人がびっしりと埋まり、その盛大さが伺えます。また、江戸
時代から相撲場として親しま
れてきたそうです。私達は、
この由緒ある場所で行う「わ
んぱく相撲」を通して、子ど
も達が「たくましく心豊かな
人間」に育ってほしいと願う
と同時に大切な歴史を伝えた
いと思っています。また、地
域の大人達や保護者の皆さん
も、過去の情緒を感じながら、
観戦を楽しんでいただきたい
西宮公園で開催された国体の様子
と思っています。

投稿募集
「ちょっと一言」
「ち
「ちょっと一
ょっと一言」
言」
本紙へのご感想や、まちに
対するご意見など、何でもお
聞かせ下さい。
なお掲載分については粗品
を進呈いたします。
◆投稿方法
ハガキ・FAX・e-mailで 右
記までお申し込み下さい。

◆お問合せ先

（社）三原青年会議所
〒723-0052
三原市皆実4-8-1
三原商工会議所内

TEL／63−3515
FAX／62−1141
e-mail
info@ mihara-jc.com

やっさもっさＴＶ
今月の放送予定日 （三原CATV）
日
時間
7：30

22（火） 23（水） 24（木） 25（金）

8：30
9：30
19：15
21：15
23：15

『やっさもっさ』メールマガジンを発信しています。ご希望の方は右記ホームページアドレスまで www.mihara-jc.com
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１・２面 わんぱく相撲三原場所のリポート
３面 わがまちよ、活力を見出せVol.4
福祉のまちみはらとはVol.4
４面 ワークショップのお知らせ
住民による合併を考える会のお知らせ
４月例会ＴＡセミナー
やっさ踊り出場者募集

2003年5月20日 Vol.302

杜に熱気! わんぱく力士が大奮闘
参加者1 4 0 名 わんぱく相撲三原場所開催

三原八幡宮内西宮公園に土俵設置
（社）三原青年会議所人づくり支援実践委員会（亀田委員長）は、4 月27日（日）に今年で第19回となる「わんぱく相撲
三原場所」を開催しました。場所を宮浦公園から過去に国体の開催された三原八幡宮西宮公園に移した今大会は、小学
生約100名、第２回となるジュニア大会に未就学児約40名が参加し緑に囲まれた園内で熱戦を繰り広げました。各学
年の上位４名までは下記の表の通りです。４・５・６年の代表者は、7 月27日（日）に両国国技館で行われる「第19回
わんぱく相撲全国大会」に出場いたします。皆さんのご声援をお願い致します。

開
催
趣
旨

}

「わんぱく相撲三原場所」は、子ども達が、日本の国技である「相撲」を通して、心身の鍛練と、健康の増進
を図り、相撲の勝敗だけにこだわることなく、勝つことの喜び、負けることの悔しさを体験することにより、
勝敗を称え、敗者への思いやりを育むこと、そして、地域の責任ある大人が協力し、その環境を育んでいくこ
とに大きな目的があります。（社）三原青年会議所は、これらの貴重な体験を通し、子ども達を取り巻く厳し
い環境に打ち勝つ勇気と気概を持ち、心豊かな子ども達に育ってゆくことを心より願っております。

第19回わんぱく相撲三原場所 結果報告（敬称略）
１年生

横
綱
横綱
綱
横
横
綱
清家
隆志
清家 隆志
隆志
清家
清家
隆志
（三津小）
（三津小）
（三津小）
（三津小）

３年生

２年生

大
関
大関
関
大
大
関
福井
朗人
福井 朗人
朗人
福井
福井
朗人
（緑丘小）
（緑丘小）
（緑丘小）
（緑丘小）

関
脇
関脇
脇
関
関
脇
竹野
遼一
竹野 遼一
遼一
竹野
竹野
遼一
（深小）
（深小）
（深小）
（深小）

小
結
小結
結
小
小
結
田谷
幹弥
田谷 幹弥
幹弥
田谷
田谷
幹弥
（三原小）
（三原小）
（三原小）
（三原小）

４年生

横
綱
横
横綱
綱
島津
香苗
島津 香苗
香苗
島津
島津
香苗
（三津小）
（三津小）
（三津小）

★印の ４年生 戸坂君、５年生 二宮君、６年生 中下君 の
３名の力士が、全国大会に出場します。

横
綱
横綱
綱
横
横
綱
森島
雄輝
森島 雄輝
雄輝
森島
森島
雄輝
（風早小）
（風早小）
（風早小）
（風早小）

大
関
大関
関
大
大
関
山中
秀晋
山中 秀晋
秀晋
山中
山中
秀晋
（南小）
（南小）
（南小）
（南小）

関
脇
関脇
脇
関
関
脇
山崎
翔太
山崎 翔太
翔太
山崎
山崎
翔太
（三津小）
（三津小）
（三津小）
（三津小）

小
結
小結
結
小
小
結
中井
孝徳
中井 孝徳
孝徳
中井
中井
孝徳
（三原小）
（三原小）
（三原小）
（三原小）

５年生

大
関
関
脇
小
小
結
大
関
大関
関
関脇
脇
小結
結
★
戸坂
戸坂
友輝
友輝
植田
植田
峻輔
峻輔
末田
塁
末田
塁 ★
★
★戸坂
末田
塁
末田
塁
戸坂 友輝
友輝 植田
植田 峻輔
峻輔
（木谷小）
（三原小）
（深小）
（深小）
（木谷小）
（木谷小） （三原小）
（三原小）
（深小）

ＳＡＲＳがアジアを中心に世界各国で猛威
をふるっている。当初より多くの感染者を
出したシンガポールは、三原市と中学 2 年生
を対象とした相互交流事業を毎年行ってい
るが、シンガポール側からの派遣は早々に
中止の連絡があり、本年はその開催が危ぶ

横
綱
横綱
綱
横
横
綱
藤原
義大
藤原 義大
義大
藤原
藤原
義大
（荘野小）
（荘野小）
（荘野小）
（荘野小）

大
関
大関
関
大
大
関
沖田
優樹
沖田 優樹
優樹
沖田
沖田
優樹
（河内小）
（河内小）
（河内小）
（河内小）

関
脇
関脇
脇
関
関
脇
湯原
康太
湯原 康太
康太
湯原
湯原
康太
（小泉小）
（小泉小）
（小泉小）
（小泉小）

小
結
小結
結
小
小
結
小野田莉子
小野田莉子
小野田莉子
小野田莉子
（三原小）
（三原小）
（三原小）
（三原小）

６年生

横
綱
横
横綱
綱

大
大
関
大関
関
望
望
石黒
石黒
孔久
孔久
望
望 石黒
石黒 孔久
孔久
（南小）
（南小）
（因島北小）
（南小） （因島北小）
（因島北小）

★
二宮
二宮
★
★
★二宮
二宮

関
関
脇
関脇
脇
久保光太郎
久保光太郎
久保光太郎
久保光太郎
（八幡小）
（八幡小）
（八幡小）

小
小
結
小結
結
大下
大下
喜弘
喜弘
大下
大下 喜弘
喜弘
（三津小）
（三津小）
（三津小）

横
綱
横綱
綱
大
大
関
横
大関
関
横
綱
拓也
拓也
川根
川根
大空
大空
拓也
拓也 川根
川根 大空
大空
（風早小）
（風早小）
（沼田東小）
（風早小） （沼田東小）
（沼田東小）

★
中下
中下
★
★
★中下
中下

関
関
脇
小
小
結
関脇
脇
小結
結
大下
大下
真弘
真弘
下矢原康起
下矢原康起
大下
下矢原康起
大下 真弘
真弘
下矢原康起
（三津小）
（三津小）
（田野浦小）
（三津小） （田野浦小）
（田野浦小）

ているということだ。◆三原市第４次長期
ど発病する可能性のある人達に対し、自宅
総合計画の「まちづくりの基本理念」には
に10日間隔離する「自宅待機命令」を出す
こととした。これを出された人には在宅確 「交流都市を目指す」とあるが、交流は良い
ものと同時に悪いものももたらす。真の交
認の電話が1日最低３回はあり、出なかった
場合は強制的にセンサーを着けさせられ、 流都市の条件とは、その清濁の流れを住民
一人ひとりが理解したうえで、その流れを
10,000シンガポールドル（約67万円）の罰
金または６カ月の禁固刑を科すのだそうだ。 とどめることによってではなく、危機管理
能力を高めることによって対応できること
人権上の賛否はあろうが、交流都市として
なのだろう。
の自覚からか国民はこれを評価し受け入れ

まれている。◆シンガポールでは、経済が
国際交流によって成り立っているため、今
回のＳＡＲＳ禍は国家を揺るがす問題であ
り、その対応は迅速だ。チャンギ空港に通
過するだけで体温の測定ができる赤外線カ
メラ「テンペラチャー・スキャナー」をい
ち早く導入したことは大きな話題となった
が、４月末には国会において異例の速さで
伝染病法改正案を可決し、感染者の家族な

本紙『やっさもっさ』は、 1 月から11月まで毎月 1 回発行し、新聞折り込みを中心に配布しております。何卒ご愛読ください。 ※資源保護のため再生紙を使用しています。
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地域で子どもを育む
環境が必要です！

▲安全祈願の様子

宮司の安全祈願や学業成就祈願に興味津々の子どもたち、家
族や友達と思い思いに広げたお弁当においしさを添える地域
の町内会で作っていただいた「わんぱく汁」、ボランティア
による紙芝居、入場太鼓など、我々が「地域の先生」と呼ん
でいる「先に生まれた地域の大人たち」と子どもたちとの交
流がそこかしこで見うけられました。青年会議所の目指す
「地域の教育力が向上した社会」、そのワンステップとしての
ＰＴＣＡ運動は学校、保護者、地域による共育環境作りがね
らいです。地域の大人が教員と保護者の輪に入ってゆくため
に最も必要なことは、地域の大人たちがどれだけ地域の子ど
もたちを知っているかということではないでしょうか。私達
成績
は「わんぱく相撲」を、子ども達を育む機会としながら、一
あがるかな？ 緒に創り上げる大人たちに対しても先述のことを期待してい
ます。地域の各地でこのような共育環境が広がり、「地域の
▲学業成就祈願の様子
共育力」が向上していくことを願っています。

うまそー！
何杯食べられるかな

ふむふむ、
三原の物語もあるぞ
▲太鼓に協力していただいた三
原やっさ太鼓の方「ここは交
通の便が悪いですが、雰囲気
が良くていいですね」

▲紙芝居に協力いただいた
安国さん

▲町内会の方においしい
お汁を作っていただき
ました

▲西宮公園に設置し
た土俵風景

いかがですか？ わんぱく相撲

■保 護 者
¡昔ながらの雰囲気がある場所なのですごくよかっ
たです。
（選手宣誓をした赤田君のお母さん）
¡会場の雰囲気はよかった。駐車場が近くに欲しかった。（竹原
30代 男性）
¡なかなか相撲の大会は少ないので大変意義のあることだと思い
ます。（安芸津 40代 男性）
¡昔、ここで相撲を見たことを思い出しました。
（70代 女性）
¡こんないい場所があるのだから三原市も相撲の育成などに活用
してもらいたい。
（50代 男性）
¡国体も見に来ましたが、ココぐらい良い場所は他にないと思い
ます。もっと盛り上げてもらい町を賑やかにして欲しいです。
（70代 女性）

わがまちよ、活力を見出せ! V ol.4

青年世代、
「みはら」を語る 後編
（社）三原青年会議所広報委員会では、
「みはらの経済を語る座談会」として４
名の青年世代にお集まりいただき、みは
らを元気にするにはどうすれば良いの
か、忌憚のない考えを話していただきま
した。その内容を前号に続いて掲載しま
す。（この座談会は 3 月26日に開催して
います）
森川：会議所は経営
に関することなら何
でも相談に乗り、三
原の企業発展のため
に努力しています。
し
かし、
我々のやり方も ◎三原商工会議所
まずいのか、積極的 商工振興課経営指導員
もりかわひであき
に商工会議所を利用
森川英明氏
する人が少ないよう
に思います。
伊達：いま、まちづ
くりもハードにはお
金が回らない時代で
す。今あるハードを
整理して、それを活
かすソフトを充実し
◎三原商工会議所
てゆくことが 大 切だ
青年部部長
だ て かず と
と思います。

伊達和仁氏

■地域の方

¡ここの場所
¡これを機会に、こ
は相撲の伝
の地域でもこの場所を活用して
統があり素
いきたいです。（60代女性）
晴らしい場
¡青年会議所の皆さんの取り組み
所なので、
は素晴らしいと思います。ただ、
ぜひ継続し
子ども達にもっと挨拶をしても
てもらいたいし、もっと
らいたかった。（60代男性）
市民にＰＲしてもらいた
¡ぜひ、子ども達もこの場所を積
いです。（法常寺町内会
極的に使ってほしいですね。
副会長 吉村 哲 氏）
（40代女性）
¡昔ここにあった相撲場を覚えています。ここに昔のような賑わ
いが戻りうれしく思います。（70代女性）

◆連載コーナー

◆連載コーナー

住田：そうですね。
私は本郷町在住ですが、
高山城、小早川隆景が造った新高山城、そ
して傑作といわれる日本三大海城の三原城
などは活かそうと思えば面白い素材ではな
いかと思います。
川畑：従来の産業振興
策は、「企業は企業で，
行政は行政で」といっ
た感じで互いの信頼関
係づくりに消極的であ
ったような気がします。
◎三原市
これからは、従来の考 商工観光課主事
え方を改めて、住民、 かわばたひろ し
川畑博資氏
企業とキャッチボール
をしながら、（産業活性化に向けた）まち
づくりを進めてゆくことが必要ではないで
しょうか。このような体制づくりができれ
ば、
「作った仏に魂も入る」と思います。
石井：そういえば今
度、三原駅にエレベ
ーターが設置される
み た い で す が 、 1階
からではなく途中か
らの計画らしいです
◎蛸塾
ね。
塾頭
いし い かつあき
佐藤：それこそまさ
石井克昭氏 に形だけ、従来のや

福祉のまち／安心して暮らせるまち みはら とは Vol.4

解説! 福祉のまち みはら 後編

■参加した子どもたち
¡世羅町より本格的で良かったです。
（世羅2年 男子）
¡楽しかった！ また来たい。相撲は楽しいで
す。
（3年 女子）
¡さつき祭りより人が少ないから恥ずかしくな
かった。（6年 男子）
¡悔しかった。今度は勝ちたい。
（4年 男子）
¡友達が出来てよかった。
（1年 女子）
¡横綱になれてうれしかった。週2回練習した成
果がでました。（4年 横綱）
¡うれしかった、来年も出たいです。（5年 横
綱）
¡何がなんだか分からなかった。東京では1度は
勝ちたい。
（6年 横綱）
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私達は、連載テーマを探ってゆくために、
三原市長期総合計画「福祉のまち／安心し
て暮らせるまち みはら 」を作成した、
三原市民生部に説明をお願いしました。４
つの課より説明をいただきましたが、今回
は前号に引き続き、「きめ細やかな福祉の
充実」「健康づくりの充実」について掲載
します。
なお、この取材は3月27日に行ったもの
です。

障害児通園
デイサービス
開始
三原市民生部社会福祉課
次長兼課長
しんもと

新元

あきら

昭氏

≪きめ細やかな福祉の充実≫
障害のある人も、障害のない人も、お互
いに偏見を持つことなく、相互の人権を尊
重しあい、あらゆるライフステージにおい
て共存できる地域社会を創ることが、障害
者（児）福祉の基本理念です。

国においては平成5（1993）年12月に、
心身障害者対策基本法を障害者基本法に改
正し、今後の障害者施策の基本的方向を示
すとともに、同時に地方自治体に対して、
障害者計画策定の努力義務が課せられまし
た。
これを受けて当市では、国の障害者プラ
ン・ノーマライゼーション7ヵ年戦略を基
本として、平成11（1999）年3月、障害
者に関する第2次長期行動計画を策定しま
し、今年度には、第3次長期行動計画を策
定します。
※ノーマライゼーション：障害者や高齢者が
社会の一員として社会活動に参加し、自立
して生活できる社会を目指すこと。

具体的施策としては、在宅の介護を要す
る重度障害者（児）に対するホームヘルプ
サービス事業、家族の介護負担を軽減する
在宅介護事業の充実を図っています。今年
6月には、さくら保育園跡地（宮浦六丁目）
に、障害児通園デイサービスホームを開設
します。
また、障害者に対するボランティア活動

り方ではないかと思い
たくさんいる。
ます。私たち企業人も
今、この地域だけでなく日本経済全体
自分の範囲だけという
を覆っている停滞したムード、これは世
のではなく、いろいろ
界でも特異な社会主義的自由経済から、
な視点で物事を考えな
真の民主主義的自由経済へ脱皮するため
◎（社）三原青年会議所 いといけないのではな
の過渡期ではないだろうか。脱皮しない
理事長
いでしょうか。
さ とう え み こ
とアテネ共和国、ローマ帝国のように歴
佐藤恵美子 伊達：そう、今までの
史のかなたに忘れられた国家、地域とな
固定観念を破棄して、
るだろう。
見方、やり方を変えれば伸びる要素は多い
にあると思います。小さな企業でも世界に
「世にも恵まれたこの地域」
通じる企業が出てくる要素はあると思いま
この地域にはすでに充実した社会資本
す。
が整っている。
（空港、新幹線、高速道路
住田：今までの皆さん
網など）これらを生かすも殺すもそこで
の意見を聞いています
生活
（経済活動）
する住民次第ではないだ
と、三原は非常にいい
ろうか。地方自治でも同じことが言える
ものがあるのに気づか
と思うが、官主導の経済から、民主動の
ないだけ、もしくは活
経済に移行できたところが勝者になる。
かしきれていない。そ
◎（社）三原青年会議所
れを活かすも殺すも人 広報委員会 委員長
「この地域は人次第」
すみ だ
まこと
次第だと思います。そ
この座談会でも出たが、一つ一つの企
住田 誠
こにすんでいる人、働
業が元気になることが、みはら地域の活
いている人、すべての人が少し変わること
性化につながるのであろう。
だけでも町全体からみれば大きく変わると
この経済状態の中でも、冷静な目で探
思います。
すと、創業以来最高益を出している日
産・キヤノンなどの元気な企業はたくさ
んある。最終的には、みはらの地域で生
「このままでは歴史遺産の町、国」
きる経営者、勤労者一人ひとりが夢を持
この座談会でもわかるように、今回出
ち、責任を持ち、工夫しながら企業活動
席していただいた方は、ほんの一握りの
をすることが真のみはらの活性化につな
人に過ぎないが、我々の住むみはらのま
がると考える。
ちには立派な意見を持った前向きな人が

の推進も重要な施策です。総合福祉健康セ
ンター（サン・シープラザ）内にボランテ
ィアセンターを設置し、現在46団体
1,318名の登録をいただいています。また、
同所内にはコーディネーター2名を配置
し、ボランティア間の情報交換や連携に努
めています。

平日夜間
平日夜間
小児救急診療が
小児救急診療が
始まります!
始まります!
三原市民生部保健福祉課
課長
たからだよしのり

宝田義則氏
≪健康づくりの充実≫
住民一人ひとりが「自分の健康は自分で
つくる」という自覚と実践意欲を持つこと
が、健康づくりの基本です。
高齢化時代に対応し、住民一人ひとりが
生涯を通じて健康で快適な生活を送るた
め、健康管理に対する正しい認識と自主的
な実践活動ができるよう、健康づくり運動
の普及啓発を図ります。
保健福祉分野の拠点施設である総合福祉
健康センター（サン・シープラザ）を中心と
して、県立保健福祉大学をはじめ周辺の医
療機関や保健福祉施設との有機的な連携を

図りながら、一層の健康づくりを推進しま
す。
具体的には、健康教育・相談や乳幼児を
対象とした子育て支援サロン等を行ってい
ます。またセンターには、全国でも珍しい
言語聴覚士
（県立保健福祉大学卒業生）
の資
格をもった人材を１名配置しております。
保健医療体制の整備については、近年小
児科の救急医療体制が問題となっていま
す。当市においても24時間体制の小児救
急医療の要望が高まっていますが、市内の
小児科医師の全面的協力により、6月2日
から三原市医師会休日夜間急患診療所で平
日夜間小児救急診療が月曜日から金曜日ま
での平日において、午後7時から10時まで
の診察が始まります。
今回の取材を通して、三原市も福祉に
関わる様々な活動に取り組まれているこ
とが分かりました。保健福祉大学という
恵まれた施設がある中で、福祉のまち
みはら として、独自性発揮に向けて
行政が果たすべき役割はますます大きい
ように感じます。次回は、前回及び今回
で紹介した三原市が取組まれている施策
につき、実際にサービスを享受されてい
る市民の方に声を聞く予定です。
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環境について
今一度考えよう
リサイクルで未来クル懇談会開催

去る4月23日（水）、かねしょうに
おいて第1回リサイクルで未来クル懇
談会が開催され、三原市環境管理課の
方も交えて、今年度の活動について話
し合われました。懇談会の中では、ゴ
ミ問題、エネルギー問題、環境につい
ての啓蒙活動など、活発な意見が交わ
され、次回懇談会で今回出た意見を基
に今年度の活動を決定することとなり
ました。第2回は7月初旬に開催され
る予定です。
リサイクルで未来クル懇談会は、「省
資源、省エネルギー、リサイクル型社
会」を目指して活動をしている市民団
体です。参加団体は、三原市女性会連
合会、
地球にやさしい三原推進協議会、
国際ソロプチミスト三原、三原パイロ
ットクラブ、三原ベンチャークラブ、
ブレニューネット21（順不同、敬称
略）です。

新旧合同部長会開催
広域青年協議会

広域青年協議会は、去る4月16日
（水）、登喜将において新旧合同部長会
を開催しました。会議では、地域間の
交流によるまちの活性化を考え、合併
の枠とは違った広域の連携の重要性に
ついて再確認し、今後も連携を深めて
いく事になりました。次回開催は、7
月下旬の予定です。
広域青年協議会は、県中央部という広
域範囲の青年団体が協力し合い、広域
的視野に立ち地域の個性を生かしたま
ちづくりを通して、地域経済の活性化
に寄与することを目的に1985年に発
足。その構成団体は、本郷・久井・瀬
戸田・御調・河内・大和の各町商工会
青年部と三原ＪＣからなる。

夢が
「かたち」
に

―新たな展開が始まる―

第２回ワークショップ大盛況

「住民による合併を
考える会」始動

!

三原運動公園整備事業

組織を一新した「住民による合併を考える会」が、ついに始動し
ます。
記念すべき第１回全体会議を本郷町で開催します。本郷町在住の
住民の方に参加していただき、合併問題について、また、これから
のまちづくりについてご意見をお聞かせいただきたいと考えていま
す。そこで、新たに生まれ変わった｢住民による合併を考える会｣の
メンバーの募集と今回の本郷で開催する会への一般参加者を募集し
ます。参加希望の方は、
（社）三原青年会議所事務局までご連絡くださ
い。皆様のご参加を、お待ちしています。

日時：5 月29 日（木）18：30〜20：30（受付18：00〜）
場所：本郷福祉センター
去る5月15日、行政関係者6名と、
一般参加者約50名が集い、第2回ワー
クショップが三原市中央公民館中講堂
で開催され、第１回ワークショップで
出た意見を基により具体的な公園の計
画（案）を作成しました。ワークショ
ップ開催までは予定のなかった「法面
を利用した滑り台」「玉石のある遊歩
道」「3500平米クラスの子ども広場」
など大変ユニークで個性的な公園（案）
が出来ました。次回は、今回まとめた
計画案を基に完成予想図を作成する予
定です。このワークショップに参加さ
れると、自分の声が「まちづくり」に
反映されたということを実感していた

内容：参加者どうしの意見交換会
テーマ １ 合併について
２ 会で作成した合併への提言書について
参加予定者：¡一般参加者

¡行政・議会関係者

¡考える会メンバー ¡JCメンバー
¡新市将来構想策定委員会メンバー
参加料：100円（資料代として）
お問い合わせ先：
（社）
三原青年会議所
1 63-3515

第28回
三原やっさ祭り

FAX 62-1141

やっさ踊り出場者募集

今年、三原やっさ祭りは28回を迎えます。三原やっさ祭り実行委員会では、やっさ
祭りのメインイベント「やっさ踊り」への出場チームを募集しております。町内会・自治
会・子ども会・会社・友達同士などでチームを組んでやっさ踊りに出場してみませんか？
１．申込方法
（２）場 所
所定の申込用紙に必要事項を記入し、
三原駅前及びその周辺
下記宛にお申込下さい。用紙は商工会議 ４．踊りコースの統一音楽について
所に準備しております。ご連絡頂ければ
9日（土）は、踊りコース全体に地方に
郵送します。
よる演奏とCDを併用でお囃子（統一音
〒723-8555三原市皆実４丁目８−１
楽）を流します。花車への音源設備は不
（三原商工会議所内）
要となりますので花車を準備しなくても
三原やっさ祭り実行委員会事務局
結構ですがチームＰＲのため花車を使用
1（0848） 62−6155
するのはかまいません。
※（申し込み用紙は、ご持参頂くか、郵
また、10日（日）は、統一音楽を流し
送でお願い致します）
ません。各チームにて花車（音源車）を
２．受付期間
ご用意頂き、テープを流していただくか、
６月２日(月) ７月２日(水)
地方（生演奏…楽器は自由）で出場して
３．実施要項
下さい。
（１）日 時
５．参 加 料
参加者１名につき100円の参加料を頂
８月９日（土）
大人やっさ18:30〜22:00
きます。参加者名簿をご提出頂きます。
６．そ の 他
８月10日（日）
（１）大人用ゆかた・ハッピ、子供用ハ
子供やっさ18:30〜
ッピの貸出を致します。
大人やっさ18:40〜22:00

◆入会説明会のお知らせ

一 緒に 活動
して
みませ ん か
？

（社）三原青年会議所では会員を募集しています。少しでも興味の
ある方は下記要領にて開催する説明会にお越し下さい。青年会議所
についての様々な質問にお答えしますので気軽にご参加ください。

★日時／ 6 月 6日（金）19：00〜20：00
★場所／つぼみ（三原駅北口）
★参加資格／年齢25〜35歳（原則として）性別は問
いません。三原市内及び近隣町村に在住、または勤務
されている方。※不明な点などは、右記までお気軽に
お問い合わせください。

◎大人用ゆかた・ハッピ
貸出料 １着 200円
※ゆかた貸出サイズ（男・女別 大・中）
※ゆかたのみで帯は各自ご準備ください。
※ハッピは男女共通１種類（オレンジ
色）です。帯び付き
◎子供用ハッピ貸出無料
※ハッピ、帯、手ぬぐいが１組となっ
ています
◎ゆかた・ハッピは数に限りがありま
すのでお早めにお申し込み下さい。
（２）はじめてご出場されるチームへは
大うちわを１本プレゼントします。
また、小学生以下の参加者へはオフ
ィシャルバッジをプレゼントします。

お問い合わせ先
三原やっさ祭り実行委員会
事務局 162−6155
http://www.mhr-cci.or.jp/yassa/

投稿募集
「ちょっと一言」
本紙へのご感想や、まちに
対するご意見など、何でもお
聞かせ下さい。
なお掲載分については粗品
を進呈いたします。
◆投稿方法
ハガキ・FAX・e-mailで 右
記までお申し込み下さい。

◆お問合せ先

（社）三原青年会議所
〒723-0052
三原市皆実4-8-1
三原商工会議所内

TEL／63−3515
FAX／62−1141
e-mail
info@ mihara-jc.com

だけると思います。私達
（社）
三原青年
会議所は、このように行政と住民が協
働して行う「まちづくり」を目指して
います。興味のある方は3回目からで
も結構ですので、参加してみませんか。

第３回
参加者
ワークショップ 募集 !
日

場
内

時

6月25日（水）
18：30〜20：30
（受付18：00〜）
所 三原市中央公民館
容 計画案を基にした公園
完成予想図作成

４月
例会

ＴＡセミナー

会員研修アカデミー委員会（兼綱猛
晴委員長）は、去る 4 月21日（月）、
愛知ブロック協議会（社）海部津島
（アマツシマ）青年会議所OBの近藤博
之氏をお招きし「自分理解、他人理解
TAセミナーVoL.1」と題し 4 月例会
を開催致しました。ＴＡとは日本語に
訳すと「交流分析」と言い、フロイト
系精神科医バーンによって提唱され
た、臨床心理学的分析システムです。
この分析結果をコーチが解説し、会
員各自は心理学から自分を理解するな
かで、どう変化してゆくかを考えまし
た。

やっさもっさＴＶ
今月の放送予定日 （三原CATV）
日
時間
7：30

20（火） 21（水） 22（木） 23（金）

8：30
9：30
19：15
21：15
23：15

『やっさもっさ』メールマガジンを発信しています。ご希望の方は右記ホームページアドレスまで www.mihara-jc.com
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三原J Cビジョン

今月号の記事
１面
２面
３面
４面

住民による合併を考える会
ワークショップリポート
福祉のまちみはらとは Vol.5
やっさ祭りインフォメーション
5月例会報告、
考える会（本郷開催）リポート

「2003三原ミスやっさ」が決定。写真左より内田有香さん、金井玲子さん、荒木加奈江さん。4面にプロフィール

7／7

◆瀬戸田町の合併に関係する流れ

（月）住民による

合併を考える会

1市3町（三原・本郷・久井・瀬戸田）の住民主導
による対等合併を目指し、その後のまちづくりを
考える「住民による合併を考える会」は、瀬戸田
町にて全体会議を開催します。会で作成した提
言書を実現してゆくため、みはら広域で幅広く住
民の声を聞いて内容の充実を図り、同時に、この
市民会議に参加することを通して、一人でも多く
の住民に、
「今後のまちづくりは自らの問題」と
いう意識の醸成も期待しています。

食卓にビワがならんでいた。いつの
間にか6月になり、今年も半分終わろ
うとしていることを知る。「そうい
えば、ビールを片手に空豆もたくさ
ん食べたなぁ」などと考えながら季
節を感じる時が、四季のハッキリし
ている日本に生まれた喜びにひたる

と

き

7月7日（月） 18：30〜20：30

ところ

せとだサンプラザ2階ホール

内

第１部

提言書の説明

第２部

提言書を題材とした
意見交換会

容

参加料

100円（資料代）

参加予定者

住民、会のメンバー、
ＪＣメンバー、行政関係者

時でもある。冬でもスイカが食べられ
る時代ではあるが、旬の物を旬の時期
に食べる事が自然であり、体にも良い
そうだ。◆旬と言えば、合併問題が賑
やかだ。新聞を読むと、頻繁に合併に
関する記事を目にする。三原市議会の
委員会で編入・新設という合併の方式
が白紙に戻されたのは記憶に新しい。
近くのまちをみると、三原との合併を
掲げた瀬戸田町長の再選、因島市、竹

瀬戸田町の合併は、平成12年11月、広島県より県内86の
市町村を17に編成する基本的な組み合わせ、「広島県市町
村合併推進要綱」が公表され、具体的に進み始めました。
枠組みとしては、以下の3パターンが示されました。
①尾道市・御調町・向島町・因島市・瀬戸田町（2市3町）
②三原市・本郷町・久井町・瀬戸田町（1市3町）
③因島市・瀬戸田町（1市1町）
それぞれの流れを以下に簡単に説明します。
①は、平成13年1月、担当者による町村合併に関する勉強
会を設置し、平成14年3月、瀬戸田町と因島市を除く、各首
長・議長等で構成する「尾道市・御調町・向島町合併推進
協議会」の設置。
②は、平成13年5月、担当者による「広域行政調査研究会」
を設置、平成13年6月、首長、議長による研究協議を開始、
平成14年7月、瀬戸田町を除く1市2町の各首長・議長等で構
成する「三原市・本郷町・久井町合併推進協議会」を設置。
③は、平成13年9月、首長、議長で構成する「因島市・瀬
戸田町合併研究会」を設置、平成15年2月には住民より、合
併協議会設置の請求があり、瀬戸田町の議会で否決、因島
市も否決。さらに、法定合併協議会設置の是非を問う住民
投票実施に向けての署名活動が始まり、有権者の1／3（1／
6以上必要）という署名を集め、選挙管理委員会に提出。
瀬戸田町内では、平成13年11〜12月には、市町村合併に
関する住民意識調査、町民の意思形成のため、平成13年12
月に『今、なぜ市町村合併なのか』、平成14年1月に『市町
村合併これだけの疑問』というテーマで講演会を開催、さ
らに、平成13年・14年と2回の地域懇談会を開催という取り
組みをされています。
このような状況で議会も方向性を見出せないなか、町長
の再選（合併特例法期限内に新市の発足を目指すこととし、
三原市､本郷町､久井町､瀬戸田町の1市3町で合併協議を進め
る方針）もあり、瀬戸田町は今、未来に向けて大きな岐路
を迎えています。

原市、そして大和町の動向と大きなう
ねりが起きている。より大きな合併も
遠い将来ではないのだろう？◆ついに
特例法の期限まで1年と9ヶ月余り。ま
ずは法定協議会の立ち上げが急がれる
ところだが、これからは、全ての面に
おいて駆け足で進んで行かないと間に
合わないのは必至だ。しかし、そこに
は住民の顔が見えていることを望みたい。
◆三原市長が住民との意見交換を目的に、

市内各地で懇談会を開催したが、想
像していたとおり若い人が少なかっ
たようだ。協働のまちづくりが始動
しているのを感じることはできたが、
このような集まりに一人でも多くの
若い住民が参加すること、これが「ま
ちの未来」を切り開くのに最も重要だ
と思う。

本紙『やっさもっさ』は、 1 月から11月まで毎月 1 回発行し、新聞折り込みを中心に配布しております。何卒ご愛読ください。 ※資源保護のため再生紙を使用しています。
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住民の声が「まちづくり」に反映！！
三原市運動公園拡張部分のワークショップ
第1 回

第2 回

4 月1 4 日

5 月1 5 日

自由な発想で意見の
出し合い。

6 つの項目に分けて
具体的な意見の集約

現在までの内容は？
三原運動公園拡張部分に
ついて、住民の意見を反映さ
せた公園を作ることを目的に
進めているワークショップは、
2回を経過しその最終形が徐々
に見えてきました。
前回に続き参加されてい
る市役所の方に加え、今回は
設計を担当している業者の
方も交えて、具体的で現実的
な話し合いが行われました。
参加者からは「最初はよく分
からなくて不安だったけど、
参加して良かった。早く公園
が出来た所を見てみたい」
「障
害者に関係するボランティア
をしているのですが、参加で
きなかった方達の代わりに自
分が意見を言いにきました。
最後まで見届けたいです。」
などと今後に期待する声をい
ただきました。
次回の第3回ワークショッ
プは、6月25日に開催します。
内容は、第2回ワークショップ
でまとめた計画案（意見）を
参考にして完成予想図を作
成いたします。言葉で書いて
ある事を実際に絵にすることで、
今回参加していただいた方
の発想及びイメージによる楽
しい公園完成予想図（案）を
作ります。今まで、参加できな
かった方でも結構ですので、
この機会にまちづくりに参加
してみませんか。

◆項目（テーブル）ごとに話合われた意見の一部
植

裁

ベンチ

・市民の手づくり（花のゾーン、
ネームプレート、記念植樹）
・ソメイヨシノ・ヤエザクラ
などの花見広場(種類を多く）
・四季を通じてイベントが出
来る植樹
etc.

広

・斜面にベンチ（公園が見え
るように）
・岡本太郎デザインの椅子
・プラスチックであればリサ
イクル品を使って欲しい
・夏の日に焼けて熱くならな
い工夫が施してある物
・大きなテーブル付きベンチ
・屋根付きベンチ
etc.

場

遊

・芝の種類を常緑のものにす
る
・用具の貸し出し、芝の上の
競技に対応できる貸し出し
体制
・サッカー等で全面を使わな
い時は移動式パラソルチェ
アー、テーブルを貸し出す
etc.

具

・長いすべり台
・ローラー式のすべり台
・らせん状のすべり台
・法面を利用したグラススキ
ータイプのすべり台
・トムソーヤの世界をイメー
ジした大きな木がある遊具
・初級から上級まで、子ども
から大人まで遊べるアスレ
チックコース
・屋根つきの砂場
etc.

歩 道
・車イスがゆったり交差できる道幅
（3ｍ程度）
・ウォーキングロードに添え付け
るベンチは大きめで沢山置いて
欲しい水道もあればなおいい
・遊歩道には高い木を植えて夏に
は日影になるようにして欲しい
・ジョギングコースにはスタート
地点から何メートル走ったかわか
るように数ヶ所に距離の表示を
する
etc.

トイレ
・明るいトイレ（自然の光り）
・障害者、介護者が使いやす
いトイレ
・子どもの足が洗える設備
・雨水の活用
etc.

行政と協働で
下絵作成

これらの意見から
これらの意見か
の意見から

当日
参
OK 加
!

下絵を基に細部のイメージを絵にします。
第3回ワークショップの意見を
踏まえて最終図面完成。
「やっさもっさ」にて

発表!!

第3 回

ワークショップ

と

6 月2 5 日（水）1 8：3 0 〜

き

ところ

2

三原市中央公民館

参加無
料

ーナー
連載コ

高齢者福祉「ふれあいいきいきサロン」

高齢者同士が支え合う
というその現場は？
前号にて、三原市が策定した「長期総
合計画〜福祉のまち／安心して暮らせ
る みはら 」の説明を掲載しました
が、その中で高齢者福祉の一環として
行われている ふれあいいきいきサロ
ン にスポットを当ててみました。
ふれあいいきいきサロン は、高
齢者が住みなれた地域で生きがいをも
って暮らせるよう地域の方やボランテ
ィアの方と協力し、家庭に閉じこもり
がちな高齢者に積極的に参加いただき、
健康で生きがいをもって暮らせるよう
にと現在市内38ヶ所で運営されてい
ます。
今回は去る5月25日（
日）に三原市中
央公民館にて行われた、宮沖3丁目の
方で構成されている「ふれあい仲間む
つみ会」の取材を行いました。

◆ふれあい仲間むつみ会代表田原氏

事を作りましたが、風船を作ったり体
操を行ったりと高齢者同士がコミュニ
ケーションを取れる活動内容となって
います。昨年12月に第1回目を行い、
今回が5回目となります。メンバーは
現在18名です。

今回ボランティアとして参加いただ
いた方や食事の献立から料理作りに協
力いただいた食生活改善推進委員の方
にお話を伺いました。

◆ボランティアの方

必要！ 運営などに関
する協力者。さらなる
展開を期待します！
―ボランティアの協力について教えて
下さい。
現在3名のボランティアの方に協力
をいただいています。会の運営に関す
るお手伝いをしてもらい、大変助かっ
ています。また、今回は食事を作ると
いうことで、保健師や栄養師の方に講
演をしてもらい、食生活改善推進委員
の方にはボランティアとして、お手伝
いをしていただいています。会の運営
を行う費用についても、市からの補助
金で賄っています。

地域にすむ住民の一人として、何か
お手伝いできる事はないかと思い参加
しました。会の準備や後片付けのお手
伝いをしています。こういった会を通
して、高齢者同士のコミュニケーショ
ンが図られ、いきいきと暮らせる社会
になればと思います。

◆食生活改善推進委員の方

会の代表である田原寅直さんにお話
を伺いました。
―設立の経緯と活動内容について教え
て下さい。
市役所の方から話があり、高齢者同
士の交流を目的に設立しました。特に
ひとり暮らしの高齢者にとって、この
会から新しい繋がりができて有意義な
会になればと期待しています。
活動内容としては、今回はみんなで食

すには、毎日の食生活は重要ですから
ね。

―これからの活動について教えて下さ
い。
高齢化社会が進展し4人に1人が高
齢者という時代です。とかく閉じこも
りがちになりやすい高齢者が、こうい
った会により少しでも生きがいをもっ
て元気で暮らしやすい社会となるよう
今後も活動を行っていきたいと思いま
す。

食事の献立や料理作りのお手伝いをし
ています。一番悩むのは献立を何にす
るかですね。栄養のバランスを考えな
がら、高齢者の方が食べやすいものを
考えています。健康でいきいきと暮ら
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今回の取材を通して、高齢化社会
が進む中、高齢者同士がふれ合える
場の環境作りは、今後ますます重要
になってくると感じました。それと
同時に、このような ふれあいいき
いきサロン が各地で活発に繰り広
げられるためには、行政のサポート
とボランティアの協力が必要不可欠
であると感じました。さらに言えば、
社会的にあまり認知されていない段
階の今は、このような活動が地域に
根づくまで行政側の積極的な援助が
必要なのかもしれません。この点に
注目すれば、今回のサロンに協力を
していた「食生活改善推進委員」の
二人は、行政から指導を受けてその
資格を取得した方で、ボランティア
として地域に貢献しているその姿は、
行政の援助の一部の表れで、今後に
期待が持てました。
このような行政、住民の取り組み
の積み重ねが、住民一人ひとりが、
何らかの形で社会に貢献するという
意識をもつ事に繋がってゆくと思い
ます。そしてその先には、福祉のま
ち／安心して暮らせる みはら の
まちが見えてくるような気がします。
今回は地域経済連載を掲載していません

一般審査員募集
やっさ踊りの審査員になって、やっさ踊りに参加しませんか？
●応募資格 18歳以上（性別は問いません）
●募集期間 7 月 1 日（火）〜 7 月18日（金）
●審査日時 8 月 9 日（土）18：30〜22：00
10日（日）18：30〜22：00
●申込方法 所定の用紙または、はがき、封書にて、下記のご質問にお
答え頂き、お申し込みください。
（1）やっさ踊りが踊れますか。
（2）やっさ踊りに参加したことがありますか
（3）やっさ踊りの特徴はどんなところだと思いますか
（4）応募の動機は

第28回三原やっさ祭り実行委
員会は、6月7日（土）、サン・シ
ープラザ3Ｆに設けられた特設会
場にて、「2003三原ミスやっさ」
を決定するミスやっさオーディ
ションを開催しました。1次審査
を通過した23名の方が参加して
行われた今回の第2次審査で、下
記の3名の方が選ばれました。
一 言
「昨年も応募した
ので、1 年越しの
夢が叶ってとても
嬉しいです。」

やっさグッズ販売しています！
今年もやっさオリジナルグッズを販売しております。お土産に、記念に
いかがですか？
◆やっさうちわ 200円
◆やっさ提灯 800円
◆やっさＴシャツ 1,500円
などなど・・・その他にもたくさんあります。

まちかどまるごと美術館

あら き

荒木

か

な

え

加奈江 25才

三原市中之町
勤務先／家事手伝い
趣 味／映画鑑賞

作品募集

三原駅周辺の商店街をまるごと美術館にしちゃいます。やっさ祭りの歴
史がわかるパネルやゆかりの品々をショーウインドウなどに展示します。
あなたの家にあるやっさ祭り関係の品物を提供していただけませんか？
（絵画、模型、写真など何でもOK）

今年の花火はちょっと違うぞ
昨年まで3,000発だったやっさ花火フェスタ。
今年は何と5,000発に大増発！更に迫力ある花火
をご覧いただけます。
お楽しみに。
8日（金）20：00〜21：00

一 言

うち だ

内田

ゆ

か

有香 22才

三原市沼田東町
勤務先／しまなみ信用金庫
趣 味／料理、人間観察

一 言

やっさ祭りに関する問い合わせ先

三原やっさ祭り実行委員会
〒723-8555 三原市皆実四丁目8番1号商工会議所内
TEL 62−6155 FAX 62−5900
ホームページアドレス http://www.mhr-cci.or.jp/yassa
E-mail yassa@mhr-cci.or.jp

三原ＪＣ5月例会

ＴＡセミナー

「選ばれると思っ
ていなかったので、
とてもびっくりし
ています。」

かな い

れい こ

金井

玲子 23才

「まだ実感が沸き
ませんが、元気な
三原を伝えていき
たいです。」

三原市八幡町
勤務先／家事手伝い
趣 味／カラオケ、スノーボード

※フィルムコミッションとは、映画
やＣＭをまちづくりに活かす会で、
三原市役所に事務局があり、現在、
映画撮影にふさわしいみはらの風景
を募集している。
7 2 3
（社）
三
原
青
広年
報会
委議
員所
会

Vol.2

会員研修アカデミー委員会（兼綱猛晴委員長）は、去る5月19日
（月）
、愛知ブ
ロック協議会（社）海部津島（アマツシマ）青年会議所OBの近藤博之氏をお招き
し「自分理解、他人理解TAセミナーVoL.2」と題し5月例会を開催しました。
4月例会で自我状態を理解したメンバーは、今回のＴＡセミナー後半の受講で、
他人との関わり方（コミュニケーション手法）について学びました。受講したメン
バーは、
「前回の例会で自分に足りない部分を理解することができたし、今回の
例会は、これから豊かな人間関係を形成してゆく上で非常に勉強になった」と、
セミナーの評価を語っていました。
（※ＴＡとは日本語に訳すと「交流分析」と言い、フロイト系精神科医バーンによ
って提唱された、臨床心理学的分析システムです。）

行
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1市3町（久井町、瀬戸田町、本郷町、三原市）の住民主導による対等合併を目指す「住民による合併を考える会」は、去る5月29日（木）
に第12回全体会議を本郷町で開催しました。今回の会議では、昨年4分科会（住民参加、財政、福祉環境、教育）で調査・研究し、
作成
した合併後のまちづくりへの提言書を本郷町在住の住民の方にご理解いただき賛同していただくため、まず提言書の説明、その後、提
言書を題材とした意見交換会を行いました。意見交換会では、提言書について前向きな意見や、考える会への声援など大変活発な意見
が飛び出し、合併に関する意識の高さを感じることとなりました。尚、
意見交換会で出た意見については内容を検討し、場合によっては
提言書に付随する予定です。次回は、
瀬戸田町で開催し、瀬戸田町在住の住民の方と、合併後のまちづくりについて語り合いたいと考え
ています。会場に限りがありますので、
参加希望の方は、青年会議所事務局までご連絡ください。皆様のご参加お待ちしています。（「住
民による合併を考える会」事務局）

『やっさもっさ』メールマガジンを発信しています。ご希望の方は右記ホームページアドレスまで www.mihara-jc.com
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市
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やっさもっさＴＶ
今月の放送予定日（三原CATV）

催！
本郷町で開

「住民による合併を考える会」全体会議

お
聞
か
せ
下
さ
い
︒
お
待
ち
し
て
お
り

三原運動公園整備事業に
ついてのワークショップ
の流れ

（社）三原青年会議所協働のまちづくり実践委員会（渡辺敏委員長）
は、市民の声を取り入れた公園を造ることが目的のワークショップ（第
3回）を、去る6月25日、三原市中央公民館中講堂で開催しました。
今回のワークショップは、前回まとめた公園（案）を設計業者や行政
のアドバイスも交えながら、テーマ（植樹・トイレ・歩道・遊具・
ベンチ）ごとに5つのテーブルに分かれて具体的な公園完成予想図を
作成しました。言葉で書いてあるものを絵にする事で、新しいこと
の発見や、イメージを深めることができました。また、今回初めて
参加された方の違う視点からの意見や、参加者同士の白熱した意見
交換などで、今まで以上に盛り上がった会になりました。このよう
な機会が少ないことも影響しているためか、市民の皆さんの「まち
づくり」への参加意欲の高さを改めて感じることができました。
● ベンチ
市
民
が
3
回
目
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
作
成
し
た
絵

計

市民・企業・行政によるまちづくりを
考えるとき、市民参加できるシステム
をつくることが必要
どうすればまちづくりに市民参加でき
るシステムをつくることが出来るのか
システムも大事であるが、まず住民が
気軽にまちづくりに携われる場をつく

画 りまちづくりに対する参加意識の向上
を図る

（社）三原青年会議所
協働のまちづくり実践委員会
住民にとって身近な存在である公園を
題材に選ぶ

●2回のワークショップの意見を取り入れた図面

三原市都市整備課
住民の意見を反映していただける施策
を相談、題材として三原運動公園拡張
部分が決定する

準

呉ボランティア・ＮＰO支援センター
呉市土木建設部公園緑地課
（社）呉青年会議所
公園についてのワークショップを三原
青年会議所として初めて行うため先進
地である呉へ出向き実際の運営方法に
ついて学ぶ

遊歩道

紅梅保育所
備

トイレ

土俵

幼児がおられるお母様方に参加してい
ただくため、ボランティアで保母の派
遣を要請

広島県立保健福祉大学ボランティア部
運営する上で大学との連携を考えてボ
ランティアで運営のサポートを要請

第1 回ワークショップ
公園について思い思いの自由な発想で
意見を出していただく。同じものにつ
いては統合する

実

プ
ョッ
クシ て
ー
ワ 終え
を

三原市都市整備課と協議
第2 回ワークショップ

光り輝くオンリーワンのまち「みはら」を目指して

今回のワークショップには、行政をはじめ、設計業者
や多くのボランティアの方々に協力していただきまして、
ありがとうございました。また忙しい中、参加していた
だいた市民の皆さんにも御礼申し上げます。
（社）三原青年会議所では、自分たちのことは自分たち
で考え、自己責任で決定する地域主権型社会を実現する
ために、市民・企業・行政による協働のまちづくりを目
指して活動しています。そのためには、三者がまちづく
りに参加できるシステムが必要だと考え、その第一歩と

最近、テレビのニュース等で見かけ
たのだが、聞きなれない単語「でん
き予報」が関東地方ではじまってい
るらしい。何かと思えばこの夏、東
京電力の電力供給が一部ストップす
る可能性があるとかないとか。節電
を呼びかけてのことだろう。昨今、

して、市民が気軽にまちづくりに携われる場を計画しま
した。そして右記の図のような流れで三原運動公園拡張
整備事業のワークショップを「協働で行うまちづくり」
の必要性や魅力を感じるきっかけになってくれればと実
施させていただきました。参加された市民の皆さんは、
この体験から、まちづくりへの参加意識、自らのまちに
対する責任意識が高まり、今後、同じような機会へ積極
的に参加していただけることを期待しています。また、
この記事を読まれた読者の皆さんも、自らの問題だと意
識してほしいと思います。私たちの住む「まち」なのです。
光り輝くオンリーワンのまち「みはら」になるかどうかは、
皆さん一人ひとりの行動にかかっているのです。

原子力発電所が不祥事により稼動を停
止しているため、需要のピークを向か
えようとしているのに供給量が不足し、
一部停電するらしい。◆現代社会でこ
んなことがおきていいのだろうか。東
京電力の体質・体制・技術力に疑問を
持たざるを得ないが、最近の日本国内
の出来事を見ると金融問題にしても、
この電力問題にしても、少し前なら「危
機感を煽っているだけ」と国民は取り

合おうとはしなかったはずだ。何とか
なるはずだ、と勝手に思い込み、それ
が何とかなってきたのだ。◆ここ最近
は違う。金融機関の例を見ても、危な
い危ないと言われ続けて「やっぱりダ
メだったか」が、この国のパターンに
なってしまってはいないだろうか。み
はらのまちを見てもあてはまることが
あるのでは。ダメにならないように将
来のことを見越して強力な布石を打て

公園について思い思いの自由な発想で
意見を出していただく。同じものにつ
いては統合する

三原市都市整備課と協議
践

第3 回ワークショップ
前回まとめた公園（案）を基に、実際
に絵にしていく

三原市都市整備課と協議
平成1 7 年3 月末に完成

る人材はいないのだろうか。いない
のなら育てようじゃないか。◆今を
生きる責任世代としての責任と義務
についてちょっと考えてみてほしい
なぁ。権利ばかり主張して、責任と
いう部分が忘れさられてはいないだ
ろうか。個と公が調和のとれた世の
中になれば、ストレスなくスムーズ
に暮らせるのになぁと思うのである。

本紙『やっさもっさ』は、 1 月から11月まで毎月 1 回発行し、新聞折り込みを中心に配布しております。何卒ご愛読ください。 ※資源保護のため再生紙を使用しています。
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橋浜智美
三原市宗郷町
中国整体三原
田野浦小学校PTA会長

大人の交流・連携が必要です
写真右より、宇根本氏、橋浜氏、片山氏。

人づくり支援実践委員会（亀田尚史委員長）
は、去る6月19日（木）おやじくらぶ（宇根
本 茂氏）・PTA（橋浜智美氏）・地域の
先生（片山雅昭氏）をお招きし、「心豊か
な共育を目指して！〜PTCA運動 地域の
力が充実した社会を！〜」と題し、6月例会
を開催いたしました。
いま、私たちの社会は物質的な豊かさの中で
目標を見失い、心の虚しさから様々な歪みが生
じてきています、このことは子ども達を取り巻
く環境においても例外ではないでしょう。そこで、
学校を共に育む「共育」の実践者として三者の
方に、それぞれの立場から見た問題点を語って
いただきました。
このパネルディスカッションを通じて、子ど
も達が「心豊かな人」へと育つには、家庭（P）・
学校（T）・地域（C）の大人がそれぞれの立場
で相互扶助を行い、パートナーシップを形成す
ることが重要性であり、三者が一体となって次
世代を担う子ども達に責任を持つこと（PTCA
運動）が必要であることを再認識することが出
来ました。

片山雅昭
三原市小泉町
陶芸家

本気で子どもと語っていますか
現代の子ども達は、戦後の物最優先主義の中
で日本のすばらしい伝統社会を忘れてしまって
いるようです。その原因は、家庭にあると思い
ます。今も昔も教育の根本は変わっていません。
両親は、家庭で子どもに様々な経験や歴史につ
いて、また人生哲学などを教えてあげてください。
今こそ家庭で尊敬される父、母であるかと自問
自答して欲しいと思います。

私たちの学校は、地域との交流が少なく、保
護者同士、保護者と教員のコミュニケーション
が取れていませんでした。まずは保護者同士、
保護者と教員との連携から進めていきたいと思
っています。保護者の方には我が子がどんな授
業を受けているか、担任の先生がどんな授業を
しているのかを、学校に来て見て欲しいです。
そこから連携が生まれてきてほしいと思います。
また本年度は、J Cの皆さんが、本校でPTCA運
動を行うように計画していただいていますので、
大いに期待すると同時に、私たちも協力して、
学校・保護者・地域の連携を深めたいと思って
います。

宇根本 茂
尾道市門田町
（有）大丸日本料理場
おやじくらぶ代表 ※
尾道青年会議所OB

親の意識向上と地域の教育参加
学校で起きている問題は、全てのしつけは学
校でするものと勘違いしている親、子どもを叱
ることのできない親など、家庭が原因になって
いると思います。この現状を分かって、親の意
識レベルを上げてもらいたいと思います。まず、
自分の目で学校を見て、まわりの子どもが通っ
ている学校で何が起こっているのか、地域の中
で何をしなければならないのかを考えてもらい
たいと思います。それからJ Cの皆さんは、きち
んとした考えと結束力を持っていますので、教
育を変えることが出来ると思います。現状をき
ちんと勉強し、我が子の為だと思って真剣に取
り組んでください。
※おやじくらぶとは
小学生を子どもに持つおやじ達は忙しくなか
なか子ども達のことを見てやれません。しかし
我が子のために、地域の子どものために、まず
おやじ同士が親睦を深め、そして出来ることか
ら少しずつ活動しています。それが「おやじく
らぶ」です。
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な規制があって思うような撮影が出来ないことが
あるようですが？
吉田：今回のフィルム･コミ
ッションみはらは、そのよ
うなことも対応したいと考
えて設立しています。でき
る限り協力して、いい映画、
ＪＣ：これはどのような目的で設立されたのですか？ ドラマを作って頂き三原の街をPRしたいと思って
吉田：瀬戸の島々、緑豊か
います。
な山、佛通寺を始めとする
ＪＣ：今日はどうもありがとうございました。映画の
歴史的にみて由緒有る三
撮影があったときは私もぜひ協力させて頂きたい
原のまちを生かして、映画
と思います。
･テレビドラマなどのメディ
これも協働のまちづくり
アを通して三原の良さを知って頂くために設立し
ました。先日も座頭市（北野武監督）の撮影が佛通
今回の話は､憧れのスターが「みはら」を舞
寺で行われました。
台に銀幕で活躍するというワクワク・
ドキドキの
ＪＣ：これは、みはら経済の活性化にもつながるの
可能性があります。このフィルム・コミッションは、
でしょうか？
市が中心になって設立されましたが、
より多く
吉田：はい。直接的な効果として、何十人というロ
の住民が参加して、住民と行政が協働して「ま
ケ隊が、宿泊や飲食、物資を調達することによる経
ちづくり」を行なうというひとつのきっかけにな
済効果があります。間接的には、三原市の認知度が
ってほしいと思います。このような形の「まちづ
高まることによるイメージアップや、観光客の増加
くり」も、一つひとつ実行してゆくことで、
より魅
ということも考えられます。さらに、三原に住む住
力あるまち「みはら」になってゆくと思います。
民が、わがまちを愛する心、地域を大事にする気持
尾道では自主制作グループ（スプレッド・ザ・ワ
ちが強くなり､一層すばらしいまちになると思います。
ールド、備後のスタッフが中心）が、
ほとんど手
数字では表せない､有形無形の波及効果があると
弁当で映画（未来への贈りもの）
を作成したと
思います。
聞きました。
しかも視覚に障害を持った方と健
川畑：これから、広域合併
常者が一緒に楽しめるという映画史上初の試
が進み､都市間競争も激し
みで、マスコミもかなり注目しているようです。
くなってきます。わがまち
三原からも多くのスタッフが参加したと聞きま
を大事にするところからこ
したが、
このように映画が好き、映画に情熱を
のまちの活性化につなが
持っている方は三原にもいます。三原も少し
ると思います。
のきっかけで映画の火をおこし、
それから大き
ＪＣ：ロケにふさわしい場所を募集されていますが、
な火にしてゆくことが大切だと思います。そうす
現在の状況はいかがですか？
ればハリウッド映画も夢ではないでしょう。
川畑：残念ながら10数件です。
「映画の風景」と難
しく考えず、身近な風景などを気軽に投稿ください。 「あなたイチ押しの三原の風景」を募集しています。
皆さまからの数多くの投稿をお待ちしています。
おすすめの場所の地名や地図、写真などを貼付し、
ＪＣ：昔は、映画館もたくさんあったので、映画好き おすすめの理由を記入のうえ次の宛先まで。
な人も結構いらっしゃるのでは？
〒７２３−８６０１
吉田：映画サークルや写真
三原市港町三丁目５番１号
サークルなどの方が積極
三原市経済部商工観光課内
的に投稿してくれれ ばと
フィルム・コミッションみはら事務局
思っています。
ＦＡＸ・メール可
ＦＡＸ ０８４８−６４−４１０３
ＪＣ：映画の撮影やテレビのロケでは、交通などの様々
E-mail:koho@city.mihara.hiroshima.jp

―保護者との連絡はどうされているのですか。
日誌で、保護者との連絡をとっています。そ
の日にあった出来事や体調面など気付いたこと
を記入しています。また、保護者の方とコミュ
ニケーションを図るため、年に2回の親睦会を
行い、相互理解を深めています。

三原市は、5月の広報三原に掲載された
ように「フィルム・コミッションみはら」
を設立しました。今回は、三原市を内面
から活性化しようとされている､三原市
経済部商工観光課の吉田課長と川畑主事
にお話を伺いました。

今回は、児童福祉の一環として行われて
いる 放課後児童クラブ にスポットを当
て、労働福祉会館にて行われている 駅前
放課後児童クラブ の取材を行いました。
市の嘱託職員で指導員の泉田さんにお話
を伺いました。

―指導員として大切に考えていることは何ですか。
保護者の気持ちで子どもたちに接することと、
子どもたちの病気や事故に気をつけています。
2 名の指導員で37名の児童をみていますので、
目が行き届きにくいのですが、怪我のないよう
に注意しています。体調が悪い場合もなるべく
早く保護者の方に連絡するようにしています。

―放課後児童クラブの課題は何がありますか。
児童の対象が小学 3
年生までということと、
―放課後児童クラブで 運営時間やクラブの定
はどのような活動をさ 員・場所の問題がある
れているのですか。
のではないでしょう
放課後児童クラブは、 か。学校等が効率よく
仕 事 な ど の 関 係 で 保 利用できれば良いと思
護者の方が家庭にいない児童を対象に、幼稚園 います。
や集会所の一室など利用し、私たちのような指
導員が宿題をみたりゲームなどをして、児童の 〜取材を通して〜
適切な遊び場や生活の場を提供するものです。
少子化が進行する一方で、いじめ・虐待・非
行などの問題が増加しており、その背景には家
―クラブへ来ている児童は何名ですか、また、 庭や地域社会の養育機能の低下があると言われ
運営時間はどうなっていますか。
ています。
三原小学校、付属小学校の小学生1年生から3
養育する子ども数の減少による親の過保護・
年生までの児童を対象に37名（定員30名）を預 過干渉や子ども同士の交流機会の減少等により、
かっています。開所時間ですが、平日は、学校 子どもの社会性が育ちにくい等、子ども自身の
の授業終了時間から午後5時まで、土曜日や夏 成長への影響も顕在化し、家庭と子育てに関る
休みなどの長期休暇中は午前10時から午後4時 意識啓発が重要となっています。
までです。
これからの21世紀を担う子ども達が健やかに
成長するためには、幼少期（特に小学校）での
―閉所時間以降の児童はどうなるのですか。
過ごし方が重要です。放課後児童クラブは、こ
閉所時間以降は、各児童がそれぞれ自宅に帰 ういったことに対応するため設立されたもので
ることになります。平日の閉所時間は午後5時 すが、市内6ヵ所にある児童クラブも現状では
ですから、会社が終ってから迎えにくる保護者 定員超の状態であり、時間延長を望む声も多い
にとっては、時間的に難しく、延長を望む声も のが現状です。今後、小学校の空教室の活用に
あります。沼田東の放課後児童クラブでは、そ よる施設の拡充や受益者負担による有料化への
うした閉所時間に間に合わない保護者のために、 検討等、課題も多くあります。いずれにしても、
地域のボランティアの方が、児童を各家庭まで 学校・家庭・地域の三位一体で取組まなければ
送りとどけているところもあるようです。
ならない問題であるように思います。
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催！
瀬戸田で開
提言書や三原広域合併について意見交換「もっと自分の意見を言える場がほしい」
合併することに対する不安や期待
などの意見が多く交わされる中、
「合併を機にフェリーの便数を増
やし、料金を下げてほしい」など、
島で生活する方の切実な思いも浮
き彫りになりました。さらに、「自
分の意見を主張できるこのような
場は、どんどん行ってほしい」「今
日のような住民の声を出せる機会
は大切だ」など、自分の意見を発
言する機会が少ない現状と、この
1市3町（久井町・瀬戸田町・本
郷町・三原市）で住民主導の対等
合併を目指す「住民による合併を
考える会」は、去る7月7日、せと
だサンプラザにて会議を開催しま

第
28
回

問題に対する関心の高さを感じる
こととなりました。
次回は久井町で、住民の方と合
併後のまちづくりについて語り合
いたいと考えています。会場に限
りがありますので、参加希望の方
は三原青年会議所事務局までご連
絡ください。皆様のご参加をお待
ちしております。
（「住民による合併を考える会」
事務局）

した。82名（三原18名、瀬戸田
64名）の住民が参加した会議は、
昨年作成した合併後のまちづくり
の提言書や、三原広域合併につい
ての自由な意見交換を行いました。

◆次回「住民による合併を考える会」
と き／8月25日（月）18：30〜
ところ／久井町福祉センター
お問い合わせ／TEL. 63-3515

http://www.mhr-cci.or.jp/yassa/

期 日／8月8日（金）花火・9日（土）踊り・10日（日）踊り
場 所／ＪＲ三原駅前を中心に市内一帯
主なイベント内容

8 月1 0 日（日）
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・夏ナツNATUだ！！4BANDライブ
11:00〜

8 月 8 日（金）
・三原やっさ太鼓

17:30〜

尾道、三原で活動しているアマチュアバン
ドライブ

勇壮な和太鼓の演奏をお楽しみください。

・Happyダンス！
Riskyオンステージ
18:00〜

・♪最高の夏♪
PINKIESオン
ステージ
16:30〜

歌とダンスの楽しい
ステージ

華やかな女性ユニ
ット、ダンスと歌
で魅了します

・SUMMER NIGHT JAZZ IN YASSA
19:30〜22:00

・とっとこハム太郎着ぐるみショー
17:00〜

大阪で活躍中！地元出身のRika Takamatsu
出演

R2

リージョンプラザ

おどり教室

テレビでお馴染みパパイヤ鈴木
さんがプロデュースしたユニッ
ト。
パパイヤ星の王子パパムーチョ
と元気な小学生の女の子6人組
ユニット・ムッチャチータによ
るショーをおたのしみください

特設ステージ

沼
田
大
橋

沼田川

花火打ち上げ場所
三菱和田沖工場

R18
5

うきしろ
ロビー

派出所

屋台村

コンコース出入口

毎週木曜日
18：
30〜20：
00

タクシー
プール

バスプール
噴水

中央公民館

日

時

（ 8 日）10:00〜22:00

メインステージ

【お問い合せ】
三原市商工観光課
TEL.6 7 -6 0 7 4

9 日（土）18：30〜22：00

WC
花火本部

三原駅

7 /24・7 /31

フジグラン

合同庁舎

※やっさ街角ギャラリー開催！駅周辺のショ
ーウインドウにやっさの写真や絵画などを
展示します 7 /20〜 8 /10
※ＪＲ列車「やっさ号」運行！
J R広島駅発（17:52）→三原駅着（18:58）
電車を降りたらすぐに祭り会場です。

・パパイヤ鈴木
プロデュース
ユニット
「パパムーチョと
ムチャチータ」
17:00〜

三原港

西野川

子どもたちに大人気！ハム太郎とその仲間
たちがやって来ます

8 月 9 日（土）

至尾道

市役所

2
R

（ 9 日）10:00〜22:00
※期間中、三原駅広場では
※期間中、三原駅広場では15
15店舗の
店舗の
※期間中、三原駅広場では15店舗の
（10日）10:00〜21:00
屋台村が並びます

ペアシティ
東館

・71チーム 約4,000人参加

10日（日）18：30〜21：
00
徳永パーキング

せとうち

・約20チーム 約2,000人参加

8 月9 日（土）・1 0 日（日）

徳永パーキング

城跡

城跡

三原駅

Ａ

メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ

個人審査
帝
人
通
り

広 中
総 銀

Ｃ

R2

堀

堀

サ
ン
シ
ー
プ
ラ
ザ

うきしろ
ロビー

噴水

派出所

三原駅

タクシープール

メインステージ

帝
人
通
り

グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド

広 中
総 銀

踊り
A B C
歩き・休憩 ●出発場所

ＮＴＴ

港湾

ビル

堀

堀

サ
ン
シ
ー
プ
ラ
ザ

天
満
屋

N
マ
リ
ン
ロ
ー
ド

グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド

R2

Ｂ
広
銀

派出所

信用本店

東
城
線
マ
リ
ン
ロ
ー
ド

天
満
屋

うきしろ
ロビー

タクシープール

福祉会
館

西

広
銀
野

川

規 制 時 間

R2

（9日・10日）17:00〜23:00

4

福祉会
館

場所

港湾

ビル

三原内港

R2

至尾道

①保護者の方へ聞きました。
問１ 地域（学校区）の大人（保護者以外）と
交流することは多いですか。

あまりない
15%

ない はい
12% 15%

ときどき
58%
問２ 地域の多様な人材を活用して、学校の授業
を行うことについて、どの程度行うべきだ
と思いますか。
あまりしなく しなくてよい 4%
てよい 4%

ときどき
46%

必要ない 0%

必要
65%

②地域の大人の方へ聞きました。
問１ 地域の子どもと、ふれ合う機会がありますか。

よくある
11%
ない
29%

ときどき
あまりない 30%
30%

9
20（土）

（社）三原青年会議所では地域・家庭・学校が一体となり地域全体で子
どもを育てようとする「PTCA運動」を推進していますが、アンケート
の結果をみても分かるように地域の大人も「子どもとふれあう場」「開
かれた学校づくり」を求めています。そうした中、我々は、田野浦小学
校と連携して いかだ を作り田野浦校区の沼田川を探索し、川下りを
する事業を計画しました。 いかだ を作ることだけではなく、準備段
階から4年生の生徒と学校・保護者・地域の大人達の三者が連携してゆ
くことで、今まで以上に、お互いの関心が高まり、理解も深まることを
期待しています。そして、子ども
達には、地域を愛する心を学んで
もらい、地域の大人達には相互の
距離が縮まることで「地域が創る
＜事業の流れ＞
学校共育環境」へ向けての一助に
なればと考えています。

問２ 自分の特技や経験を生かして学校でボラン
ティア（地域の先生）をしたいと思いますか。

積極的に 7%
したく
ない
25%

の学校教育に対する関心はかなり高いことが伺えます。
このことは、我々の予想以上で、そのような意識がある
にもかかわらず、その機会の少なさが浮彫りになったと
いえます。さらに、①問2の、地域の多様な人材の活用
へ賛同92％、①問3の100％という結果から、保護者の
方も同様に考えていることが分かります。
今後、地域の方が積極的に学校に携われるよう「開か
れた学校づくり」を進めていき、「学校・家庭・地域」
が一体となった「地域が創る学校共育環境」が、できあ
がることを期待します。

積極的に
46%

問３ 学校・保護者・地域が一体となった組織や
教育が必要だと思いますか。

どちらかと
いうと必要
35%

昨年度、新学習指導要領の導入により「ゆとり教育」
が施行されていますが、その「ゆとり」の中で学校・地域・
家庭が相互に連携し、さまざまな体験を通して子ども達
が「生きる力」を育むことが重要になってきています。（
社）
三原青年会議所も今まで以上に地域との連携が必要であ
ると考えています。そこで、現状において保護者や地域
の方がどのように考えているのか、アンケートを実施し、
意識調査を行いました。（左図）
②問2の、学校でのボランティアや地域の先生をして
も良い75％、②問3の「学校・家庭・地域」が一体とな
った教育体制の必要性100％という結果から、地域の方

できる
範囲で
68%

問３ 学校・保護者・地域が一体なった組織や教育
が必要だと思いますか。

子ども、保護者、地域の大人
で話し合い、チームごとにど
んな いかだ を作るか決め
ます。
9月4日（木） 5・6限

子ども達で周辺地域に いか
だ の材料を探しに行きます。

子ども達、保護者、地域の大
人、先生の全員で沼田川にて
チームごとに川下りを実施し
ます。
9月20日（土） 午後

子ども達、保護者、地域の大
人、先生が連携してチームご
とに いかだ を作成します。

9月8日〜12日

9月18日（木） 5・6限

必要ない 0%

子ども達と いかだ を作りませんか？
どちらかと
いうと必要
23%

地域の大人として子ども達と共に いかだ 作りを行い様々な
体験をする中で、子ども達の「生きる力」を育みたいと思われ
る方は（社）三原青年会議所までお問い合わせください。

必要
77%

再び日本列島に戦慄が走った。そう、
長崎でおこった未成年者による児童
誘拐殺人事件。思い起こせば7年前、
神戸で児童連続殺傷事件があったが、

募集
参加者

り方、自殺志願者募集などもインター
ネットを通じて簡単に知ることができ
るのだ。◆家庭教育が出来ない親が子
どもを作り、その子どもが20数年後
には親となる。このままでは、日本の
将来が不安でならない。◆今の時代は、
学校・地域・家庭が三位一体となって

この事件で補導された少年は、今年保
護観察付で退所し、就職するらしい。
◆なぜ近年、未成年者による凶悪な事
件が多発するのか。ある専門家による
と第一に家庭教育の崩壊、第二にパソ
コンなどのＩＴ産業の普及に伴う情報
の溢れすぎだという。例えば爆弾の作

子ども達を育もうと叫ばれている。
そして、その前に家庭教育の充実を
我々が、自覚を持って親としての責
任を果たし、子どもを育んでゆくこ
とが先決であることは言うまでもな
い。

本紙『やっさもっさ』は、 1 月から11月まで毎月 1 回発行し、新聞折り込みを中心に配布しております。何卒ご愛読ください。 ※資源保護のため再生紙を使用しています。
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価値組
「みはら」
への提案①

（社）三原青年会議所広報委員会は、地域経済を研究していらっしゃる中国地方総合研究
センター理事長（広島大学名誉教授･経済学博士）櫟本功氏に、三原の現状と将来性につい
てお話しを伺いました。
とちもといさお

−三原の地域経済の停滞が叫ばれて久しいですが、これからのこの地域はどうあるべきかお話してください。
三原市は､戦前からの工業都市で三菱重工･帝人･トスコの三原御三家により経済が支えられていました。しかし、 中国地方総合研究センター理事長
高度成長期､二度にわたるオイルショック､円高､バブル崩壊を経てそれぞれが業態を替え､生産拠点を他へ移し
とちもと
いさお
ていきました。これはこの地域だけでなく日本全体にいえることです。
櫟本 功 氏
−それが日本国内の産業の空洞化というものですか。
日本全体で申し上げますと､大手企業は産業のグローバ
ル化､円高コストを下げるために､海外に生産拠点を移し
ていきました。それに伴い､下請け企業､協力企業も移転
して産業の空洞化が顕著になってきました。

国内総生産GDP
構成比の
大変動

平成 2 年
兆円
140

−昔は､円一のフジグランの近くには帝人の社宅がたくさ
んあって人がわんさか住んでいらっしゃいました。

国
内
総
生
産

そうですね。国内総生産（
ＧＤＰ）でみますと、製造業は
平成2年に124.5兆円あったものが、平成13年には104.2兆
円に大幅に減少しています。
（図1）就業者も1,464万人か
ら1,223万人に大幅に減少しています。
（図2）

100
80

三原市の場合、同じ時期に2,663人減っています。これは、
広島県の中で見ても府中市についで大きな減少数です。

▲20.3兆円 増加率▲16.3％

80.6兆円（15.4％）
卸小売業
卸小売業 70.5兆円（13.9％）
不動産業 67.4兆円（13.3％）

−ということは、中国などの安価な労働力、13億人に上
る巨大市場を見た場合中国に拠点を設けるのは仕方ない
ことですね。
そうです。中国製品もここ最近は資本､技術の移転に伴い、
安かろう悪かろうのイメージがなくなってきています。
中国元の大幅な切り上げなど大幅な状況変化がない限り
この傾向は続くでしょう。いま、日本は有史始まって以
来の繁栄を遂げ金融資産が世界一の経済大国になりました。
しかし、このままでは50年後には世界史の片隅に載るだ
けの錆びれた国になるでしょう。そのためには人・物・
金を有効利用して成長する産業に投資することが必要です。
三原市もこのままではいけないと思います。他の都市と
の横並び意識を捨てて、独自のまちづくり､産業を興す
ことを考えていかなければ成らないターニングポイント
にきていると思います。（つづく）

運輸
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建設業
金融保険業
運輸通信業
公務
電気ガス水道

35.8兆円（7.0％）
33.6兆円（6.6％）
32.2兆円（6.3％）
28.0兆円（5.5％）
19.4兆円（3.8％）

農林水産業 7.0兆円（1.4％）
鉱業
0.7兆円（0.1％）
0
30年 35年 40年 45年 50年 55年 60年 2 年 7 年 12年 13年
平成
昭和30年 昭和
〜平成13年

−三原市は鉄道･高速道路･空港･港湾があり陸･海･空の結
節都市を掲げていますが。
三原市にとっては大変重要なものではありますが、グロ
ーバルな観点から言えば、製造業の分野では優位な場所
とはいえなくなってきています。そして本社の意向ひと
つで業務転換､配置転換がされます。これは、広島のマ
ツダにも言えることですが､大きな流れはデトロイトの
フォード本社で決められてしまいます。

減少

平成 9 年 製造業 104.2兆円（20.5％）

建設業

−そんなに減っているのですか。三原の場合､どうなので
しょうか。

物の生産

サービス業 128.3兆円（25.3％）

60
40

生産増加

国内総生産 507.5兆円（100％）
第 3 次産業 379.4兆円（74.8％）

（26.5％）
124.5兆円
製造業

昭和30 年
国内総生産 8.4兆円（100％）
第 3 次産業 4.1兆円（48.7％）
製造業
2.4兆円（28.4％）
農林水産業 1.7兆円（19.9％）
サービス業 1.2兆円（14.6％）

120

の
3次産業

資料：昭和30年〜平成元年は経済企画庁編『長期遡及主要系列国民経済計算報告（昭和30年〜平成6年）』平成8年、
平成2年〜13年は内閣府経済社会総合研究所編『国民経済計算報告』平成15年版より櫟本功作成。

全国の就業者数
農

林

昭和45年

水

就
業
者
数

産

業

万人
1,800
（41.1％）
農林水産業 1,610万人

の

衰

退

1,200
就
業
者
数

（26.0％）
1,354万人
製造業

総数 3,915万人
（100％）

就業者総数130万人増加
サ

平成2年
サービス業
（23.7％）
1,464万人
製造業

大発展

338万人増加

空洞
化

卸小売飲食店

1,432万人（22.7％）

製造業

1,223万人（19.4％）

▲241万人
45万人
建設業

（13.8％）
600
540万人
卸小売

629万人（10.0％）

▲122万人

（11.2％）
サービス業 438万人
300

0
30年 35年 40年 45年 50年 55年 60年 2年

運輸通信業
農林水産業
公務
金融保険業
不動産業
電気ガス水道業
7年 12年 鉱業

昭和

平成12年

300万人（6.2％）
317万人（5.0％）
214万人（3.4％）
176万人（2.8％）
75万人（1.2％）
35万人（0.6％）
5万人（0.1％）

▲1万人

第３次産業

4,048万人（64.3％）

就業者総数

6,298万人（100％）

資料：総務庁統計局『国勢調査報告』各年版より 櫟本功 作成
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業の
ービス

1,726万人（27.4％）

900 （17.8％）
697万人
製造業

昭和30年

図１

図2

第19回わんぱく相撲全国大会
と さか ゆう き

にのみやのぞみ

かわ ね まさたか

郷土の代表、戸坂友輝君（三原小4年）、二宮望君（南小5年）、川根大空君（沼田小6年）の3名は、7月
27日（
日）、東京両国国技館にて開催された「第19回わんぱく相撲全国大会」に出場しました。7月26日（土）
に現地入りした一行は、全国各地から集まった子ども達と一緒に、北の湖部屋で宿泊しました。力士専用の
風呂での入浴、部屋自慢の「ちゃんこ鍋」による夕食など、子ども達には一生の思い出ができました。
大会当日は、両国国技館の土俵で、全国から勝ち進んできた「わんぱく力士」総勢444名の熱戦が繰り広
げられました。4年生の戸坂君は、初戦敗退、5年生の二宮君は4回戦まで進出し、ベスト32、6年生の川根
君は初戦敗退という結果でした。
しかし、勝っても負けてもさわやかだった彼らの表情から、桧舞台で一生懸命相撲をとれた事が3人にと
って忘れられない宝物になったと感じました。わんぱく相撲は、国技である相撲を通して次世代を担う子ど
もたちの心豊かな成長を願い、心身の鍛練と健康の増進をはかることを目的として開催しております。ご協力、
ご声援頂きました皆様方には、心より御礼申し上げます。

わんぱく力士の感想文「わんぱく相撲全国大会に参加して」
４年生 戸坂 友輝
七月二十六日二十七日にわんぱくずもう全国大会に行きました。
朝七時の飛行機に乗るので朝５時に起きたので、ねむかったです。
そして、広島空港についてチケットをもらって飛行機に乗りま
した。五年生と六年生といっしょに遊んだりしていました。前
のスクリーンで、ポケモンの映画を見てたのであっと言う間に
東京につきました。東京について、バスで電車に乗る所に行き
ました。こんどはモノレールに乗って国技館まで行きました。
国技館の中は、広くて、おすもうさんの大きな写真があってお
すもうさんは、すごく大きいんだなと思いました。泊まる所が
ホテルじゃなくて、北の湖部屋だったのでビックリしました。
ぼくは、北の湖って書いて北のうみと読むことがわかりました。
北の湖部屋でふろに入ったけど、ふろは、思ったほど大きくな
かったです。大会の日タクシーに乗って国技館まで行きました。
国技館について、すぐ試合なので、まわしをまいて試合に行き
ました。でも、ぼくは、一回せんで負けました。相手は、川さ
きの小杉くんと試合をしました。来年もわんぱくずもうでゆう
しょうして、また、試合ができたら、今度は、一勝したいです。
めんどうを見てくれた、皆さんありがとうございました。

５年生 二宮 望
七月二十七日にわんぱく
相撲全国大会が行われました。
五年生がするまで時間があ
ったので体をうごかしたり
しました。そして本番にな
りました。僕は最初の試合
はありませんでした。そして、
二回目に勝ちました。すご
くうれしかったです。そして、
三試合目にも勝ちました。
次もかてるかどうかとか考
えたりしていました。そし
たら、四試合目に負けてし
まいました。くやしかった
です。だけど、目標ははた
せたからよかったです。来
年も行きたいと思います。

６年生
川根 大空
ぼくが国技館に全国
大会に行ってよかった
ことは初めて飛行機に
のれたし東京にも行け
たし相撲部屋にとまっ
てちゃんこなべも食べ
て友達もできたからです。
全国大会は一回戦で負
けました。でも、一生
残る思い出になったの
でよかったです。来年
は中学だからいけない
けどできたら、三原、
竹原、府中の選手がよ
い成績を残せるように、
心から願ってます。

（社）三原青年会議所や、「住民による合併を考える会（勝村座長）」は、瀬戸田町に対して、生活圏
などの理由から三原広域の合併を推進する活動を続けてきましたが、去る、8月１0日、瀬戸田町と因島
市にて行われた住民投票で、両市町の合併に向けた法定合併協議会設置が決まりました。今後、この住
民の意思による結果を尊重した準備が進められてゆくものと思われますが、今回の合併でできる行政区
はそれとして、今後のまちづくりにおいても重要である「住民の声」を取り入れて進めていただきたい
と思います。というのは、三原広域と因島・瀬戸田との生活の交流がなくなるわけではなく、広い視点
で見た地域の活性化を考えれば、連携する必要があるものはたくさんあると思います。そのようなお互
いに有益なまちづくりを考える、意見の言い合える場というものは、これからも検討してゆくべきだと
考えます。

と き 8月25日（月）18：30〜20：00（終了予定）
ところ 久井町福祉センター
内 容 第一部 提言書（合併後のまちづくり）の説明
第二部
参加料 100円（資料代）
参加予定者 住民、会のメンバー、J Cメンバー、行政関係者

迎！
加も歓
参
日
当
提言書を題材とした意見交換会
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左か
▲前列

ら戸坂

君

君、
、二宮

川根君

私たちの魅力を発信！
開催
7 月例会

（社）三原青年会議所広報委員会（住田委
員長）は、7月22日、三原商工会議所にて、
7月例会を開催しました。「魅力発信！」〜
現代を生きる私達 jaycee に必要な魅力〜と
題して、（財）修養団伊勢道場道場長の中山
靖雄氏に講演していただきました。会員は、
「日本人としての誇り、生命を授かったこ
とのありがたさ、青年会議所会員としての
可能性などを感じることができた。今後に
活かしたい」と意識の変化を述べていました。

中山 靖雄

氏

（財）修養団常務理事
伊勢道場道場長
http://www.syd.or.jp/ise/
昭和15年3月17日生まれ、熊本県大津町出身。
学習院大学政経学部卒業後、東京オリンピ
ック世界青少年キャンプ日本団役員など青
少年教育に大きく貢献。現在も修養団で青
少年教育活動に励む一方、成人の研修も行う。
その評価は高く、文部省平成12年度社会教
育功労賞を受賞。他に、テレビ寺子屋に出演。

第２回「リサイクルで
未来クル懇談会」開催！
去る7月30日に今年度、第2
回目のリサイクルで未来クル懇
談会が開催されました。そこで、
みはらのゴミ問題の現状を懇談
会メンバーが改めて知り、今後、
懇談会が環境に対する活動に役
立てる事を考えました。9月中
旬には、久井町の不燃物処理工
場や広島県清掃事業協同組合リ
サイクルセンター、エフピコへ
見学に行く事を決定しました。

第28回
三原やっさ祭り実行委員長

小松洋文

みなさん、ご協力ありがとうございました。
誠に残念ながら台風のため8月8日
のイベント及び花火が中止となりま
したが、9日、10日の2日間には、第
28回三原やっさ祭りが市民の皆様を
はじめ関係各位の絶大なるご支援、
ご協力により、無事盛大に開催でき
ましたことを三原やっさ祭り実行委
員会を代表いたしまして、心より厚
く御礼申し上げます。
単刀直入にやっさ祭りが好きとい
う気持ちを込めた「ええじゃん や
っさの夏が好き」というキャンペン
テーマのもと、やっさを愛し、やっ
さのある三原を誇りに思っていただ
けるようやっさ踊りを中心に多くの
行事と内容を企画、検討してまいり
ました。
まず、プレイベントといたしまして、
「やっさ街角ギャラリー」を開催し、
商店街を中心に、今から20、30年前
のやっさ踊りの写真を120枚展示し、
駅前周辺での祭り開催の雰囲気作りと、
やっさ踊りの歴史を再認識していた
だこうと企画いたしました。そして、
多くの方々に参加していただいた協
賛行事を通して「三原やっさ祭り」
の充実にご協力していただきました。
また、第25回より取り組んでいる「創
作やっさ」を今年は、地元三原のチ
ームで発表させていただきました。「創
作やっさ」によって、踊りそのもの
に興味を持っていただき、色んな形
での祭りへの参加を呼びかけてゆき、

将来は、この「創作やっさ」と、伝
統の「正調やっさ」の2本柱で踊りを
盛り上げていければとの思いで行い
ました。そして祭りのメインである「や
っさ踊り」には9、10日の両日で、
92チーム、約6000人の踊り手に参加
いただき熱く燃えるやっさ踊りを演
出していただきました。その中には、
やっさ踊りが好き！という人たちが
作った初出場の同好会チームが7チー
ムもありました。これからもこのよ
うな同好会チームがたくさん増え、
やっさ踊りを盛り上げていただける
ものと期待しております。
また、外来客の受け入れの強化と
して、従来の広島方面に加え、新た
に岡山方面よりJ R列車「やっさ号」
を運行していただきました。おかげ
さまで広島方面はもとより、岡山方
面より多数おこしいただくことがで
きました。
そして、恒例の屋台村には数多く
の人々のご来場をいただき、大変盛
り上がりました。出店された皆様に
厚く御礼申し上げます。
最後になりますが、三原やっさ祭
りが今後益々皆様方の誇りとなり、
日本を代表する祭りとなることを心
より祈念いたしますとともに、今後
とも三原やっさ祭り実行委員会に皆
様方のより一層のご理解とご支援を
賜りますようお願い申し上げ、お礼
の言葉とさせていただきます。

第28回三原やっさ祭り各入賞チーム名
入 賞 名
チ ー ム 名
や っ さ 大 賞 栄会総本山
町 内 会 大 賞 本町連合町内会
三原やっさ踊り振興協議会
やっさ太鼓ファミリー
専 門 委 員 会 賞
三原やっさ踊り振興協議会
ちづか恋々連
演 技 部 会 賞

7 2 3

子 ど も や っ さ 大 賞 広島大学附属三原学園いけい
（ 日 ）の み 1チ ー ム けゴーゴーチーム

（社）
三
原
青
広年
報会
委議
員所
会

子どもやっさわんぱく大賞 YAYOIバトンスクールジュニア
（ 日 ）の み 2チ ー ム 子どもやっさ宮沖連合会
ニューウエーブ賞
ガナドール
（ 日 ）の み 1チ ー ム
技
能
賞 さいかいメイト
（土）
（日）各2チーム 館町ヤッサ会
三原市役所
みたか連
チ ー ム ワ ー ク 賞 三原看護専門学校
（土）
（日）各2チーム 宗郷やっさ会
リョーコー（東中国菱重興産株式会社）
和田町やっさ会
ア イ デ ア 賞 医療法人大慈会三原病院
（土）
（日）各2チーム 三原市医師会病院
共仕販宅配グループ
大日本印刷プレシジョンデバイス株式会社
おはやし部門優秀賞 西小踊ろう会
（ 日 ）の み 2チ ー ム さなえ民謡秀諒会
優 秀 新 人 賞 祭華連
（土）
（日）各1チーム 友信連
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やっさもっさＴＶ
今月の放送予定日（三原CATV）
日
時間
7：30
8：30
9：30
19：15
21：15
23：15

26（火） 27（水） 28（木） 29（金）

三原J Cビジョン

社団法人三原青年会議所新聞

今月号の記事
１面 ジュニアサミット開催
２面 地域経済連載
３面 福祉連載、「住民による合併を
考える会」
４面 2004年度三原J C理事役員紹介
2003年度新入会員紹介
三原J C8月例会リポート

参加予定者
◆子ども：三原市内各中学校代表1 名、公募3 名、計1 3 名
◆大 人：三原市長、三原市教育長、市議会議長、警察署長、
J R三原駅長、町内会連合会会長、三原市子ども連
合会会長、三原市PTA連合会会長、他

◆後援：三原市・三原市教育委員会

企画の背景と事業内容
（社）三原青年会議所は、地域に暮
らす大人達と、先生（学校）、保護者
（家庭）の連携による「地域の共育力
が充実した社会」を目指しています。
そして、そのような社会で、子ども達
が様々な社会体験や生活体験をする中
で、地域の大人と関わりながら「生き
る力」を養ってゆく青少年育成事業を
展開したいと考えています。
私達はこれまでの活動の中で、子ど
も達が漠然としながらも学校や社会に
対して、様々な問題や疑問を抱えてい
ることを感じています。そして、近年
は、文部科学省是正指導などにより、
教育現場や子ども達の生活環境も変わ
ってきています。
そこで、子ども達が日頃から抱えて
いる問題に対して「学校」「家庭」「地

8月例会においでいただいた仲校長
（田野浦小学校）は「子どもたちに
は自分たちの住んでいる地域のこと
を学ばせ、そこから地域や学校への
誇りを育むことが大切」と語ってお
られた。知人の小学校教諭にそのこ
とを話すと「教師は自分とはゆかり

域」というそれぞれの立場から真剣に
考え、地域社会全体で子どもを育んで
ゆこうと「ジュニアサミット2003」
を計画いたしました。
その内容は、子ども達が日頃から思
っている「こんな学校へ行きたい」と
いう意見に対して、三原の大人達がア
ドバイスを行うものです。それを通し
て、大人達は、子ども達の現状を把握
し、今まで以上に関心を持って接する
ことが出来るようになるのではないか
と考えています。さらに、「学校」「家
庭」「地域」の連携（三者のコミュニ
ケーション）の重要性を考えていただ
き、心豊かな子ども達の育成と「地域
の共育力が充実した社会」に繋がるこ
とを期待しています。

会場となる三原市市議会場

ジュニアサミットは傍聴できます
あなたも子ども達の生の声を聞いてみませんか？
子ども達が何を考え、何を悩んでいるのかを知るよい機会になるはずです。
お問い合わせ・申し込みは、（社）三原青年会議所まで、ご連絡ください。
※人数に限りがありますので、早めに申し込みください。

おやじクラブは、わずか2年の間に県
内各地で10団体以上が立ち上がった。
◆地域の子どもたちに地域が望む教育
を学校と地域が協働で行ってゆく、そ
んな「地域の共育力の向上した社会」
へと進むためのヒントは多い。あとは
地域の大人がどれだけ熱心に地域の学
校へ関わろうとするかだろう。◆日々
を我が事のみに忙殺される現代人に7
月例会の講師、中山氏（修養団伊勢道

のない地域で教鞭を執ることがほとん
ど。そのためには地域の協力が必要
だ。」と語った。◆6月例会にお呼び
した尾道市の宇根本氏（おやじクラブ
代表）は「おやじクラブは学校に関わ
ろうとする地域の大人たちの会。入会
は保護者に限らせてもらっているが、
退会はない。いずれは地域の大人が世
代を超え、おやじクラブの会員として
学校に関わってゆければ。」と語る。

場長）は「あなたの仕事はなんです
か？」と問いかける。「建設業」「商
店主」「父親」と答えると「それは
手段でしょう？」。そして「あなた
の仕事はなんですか」と再び問いか
ける。答えは「それら日々の活動を
通して人のお役に立つことです。」

本紙『やっさもっさ』は、 1 月から11月まで毎月 1 回発行し、新聞折り込みを中心に配布しております。何卒ご愛読ください。 ※資源保護のため再生紙を使用しています。
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価値組
「みはら」
への提案②

（社）三原青年会議所広報委員会は、地域
経済の研究を行っている中国地方総合研究セ
ンター理事長（広島大学名誉教授･経済学博士）
櫟本功氏に、三原の現状と将来性についてお
話しを伺いました。
先月号では、全国的
な産業の空洞化、就
業者の減少という状
況で、みはらも例外
ではなく、製造業を
中心に経済が低迷し
ていることをデータ
を交えてお伝えしま
した。今月号では、
中国地方総合研究センター
その続きを掲載しま
す。
理事長
櫟本 功 氏
−みはらは、発展の可能性は無いのでしょうか。
内閣府が行なっている世論調査に、「物の豊かさ」
と「心の豊かさ」のどちらに重点を置きたいかと
いうものがあります（図１）。平成14年では、「物
の豊かさ」と答えた人が27.4％、「心の豊かさ」
と答えた人が60.7％で、昭和48年にはそれぞれ
40％と37.3％とほぼ同じだったのですが、現在
では大きな格差が観られます。
図 1 世論調査 物の豊かさと心の豊かさ

の府中市や尾道市に比べてサービス業の就業者の
数が上回っています。あとは、そこに住んでいら
っしゃる若手経営者のＪＣの皆さんでよく考えて
いただけたらよいと思います。
今回の説明を受けて製造業が低迷する時代で
も「まち」を盛り上げる方法が見え、今後の
期待もふくらみました。次号は、三原ＪＣが
考える地域経済活性化を提案します。

今の中国みたいなもので車、冷蔵庫、カラーテレ
ビなど耐久消費財が非常に売れました。しかし、
今の日本は、日用品を除いては､特殊な付加価値（サ 図 3 就業者数の増減 平成 2 年〜12年
中国地域の主要都市
ービス）のあるものが売れています。つまり、心
と体が豊かになるものにお金を使っているのです。
−どのようなものですか。
そうですね。付加価値で言うとルイヴィトンのよ
うなブランド物、エステサロン、旅行、演劇。例
えば、劇団四季の「キャッツ」広島公演は常に満
席らしいですね。世界的に観てもハードよりソフ
トの時代です。例えば､米ＩＢＭ社では連結売上
高812億ドルのうち、61％がソフト､サービス事
業です。日本でもキヤノン販売は複写機やファク
シミリなどの事務機器部門の販売高5,000億円の
うち、51％が消耗品や保守管理などの売上にな
っています。
−とすると､サービス業がキーポイントですか。
そうです。三原市の産業分布図（図2）を見ても
､サービス業だけが伸びています。今､景気の低迷
は全国的なものですが、伸びる産業にお金を投資
しなくてはいけません。公共事業にしても、過剰
に国土整備をするのではなく､医療部門・福祉部
門や､情報サービス業などに投資されるべきです。

上図の拡大図

図 2 三原市の就業者数

図 4 就業者数の増減 平成 2 年〜12年

資料：総務庁統計局「国勢調査報告」各年版より 櫟本功
作成
注

「心の豊かさ」→「物質的にある程度豊かになったの
で、これからは心の豊かさやゆとりある生活をするこ
とに重点をおきたい」
「物の豊かさ」→「まだまだ物質的な面で生活を豊か
にすることに重きをおきたい」
資料：内閣府大臣官房政府広報室編「月間世論調査」
平成14年11月号 p54

−それはどのようなことがいえるのでしょうか。
高度成長期の日本は物質欲が非常に大きかった。

−三原市の進む道が見えてきたように思えます。
さきほども申し上げましたが､ここが大きな分か
れ道になると思います。発展する都市と停滞する
都市は図 3で全国平均のラインの上であるか下で
あるかでわかります。就業者の増減は図 4でよく
わかります。広島市､岡山市､東広島市､福山市な
どは第1次・第2次産業の減少より第3次産業、と
くにサービス業の伸びが大幅に上回っています。 図 3 、4 資料：総務庁統計局「国勢調査報告」
平成 2 年および平成12年より 櫟本功 作成
三原市は就業者が大きく減少していますが､県内
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（社）三原青年会議所は、1998年にサン・シー
プラザの有効活用について、三原市へ提言を行っ
ています（詳しい提言内容は当青年会議所のＨＰ
に掲載）。その中でも、連載テーマに深く関係の
ある「市民ニーズに対応することのできる総合相
談窓口の設置」「三原の保健・福祉について計画
立案することのできる行政組織の設立」について、
その後の動向や新たな取組み等を三原市民生部保
健福祉課宝田課長にお話を伺いました。

福祉に関する窓口の一本化
市民ニーズに対応することのできる総合相談窓
口の設置について伺ったところ、「サン･シープ
ラザは、大きく次の①証明業務、②保健業務、③
相談業務の3つの業務を行っています。福祉に関
する相談窓口となれれば良いのですが、現状では
例えば介護保険等の申請は市役所での手続きとな
っています」と答えていただきました。
サン･シープラザとして市民の健康づくりに
関する色々な取り組みは評価できるものの、
現
状では市民が相談しやすい、利用しやすい体制（窓
口の一本化）にはなっていないようです。今後、
改善に向けて検討が必要であると感じます。

され、まちの将来を考えることは、良いことだと
思います。ただ、各業界と関係している担当課も
ありますので、例えば、『大学を支える会』を担
当しているのは、企画課ということもあり、役所
内部の組織上の課題があり、すぐに設置というわ
けにはいかないと思います。ただ、保健福祉課では、
広島県立保健福祉大学より様々なアドバイスをい
ただくこともあり、医療との連携についても、3
師会（医師会・薬剤師会・歯科医師会）で情報交
換や、様々な課題の検討など連携はできていると
思っています。」とのことでした。続いて、「今
年度より、町内会や自主団体などで『福祉のまち
みはら』に向けた取り組みを推進しています」と
いうことで、その詳細を説明していただきました。

健康で支えあいのまちづくり

三原市が推進している「地域福祉ネットワーク
推進委員会」の設置
この活動は、地域住民がお互いに支え合い、助
け合うといった地域連帯の考えのもと、地域社会
を構成するすべての人や団体など（町内会、ボラ
ンティアなど）が共に協力しながら、住み良い地
域づくりに向けて実践活動をすすめるためのシス
テムづくりというものです。具体的な内容は、左
福祉をテーマに新組織の設立を
下図を参照してください。
三原の保健・福祉について計画立案することの
この活動から、地域へ様々な支援を行う行政
できる行政組織の設立について、三原市民生部の
とお互いを支える高い意識を持つ住民が、
協力
各課、医療・福祉などの関係業界、大学、司法業界、
しあって地域社会を創る環境が生まれ、
さらに
経済界、住民団体などで構成される組織を設置して、
その地域社会と大学などの関係機関が連携して「ま
「福祉のまちづくり」を幅広い視点から計画でき
ちづくり」に取り組んでゆけば、全国に誇れる
ないのか尋ねたところ、「そのような組織が設置
住み良いまち「福祉のまちみはら」が実現する
のではないかと思いま
す。
地域福祉ネットワーク推進委員会とは？
ではここで、町全体
メンバー
活動内容
が上手に機能している
町内会
福祉活動の例
事例を紹介したいと思
女性会
「ふれあい・いきいきサロン」活動
老人クラブ
敬老会活動
います。
ボランティアグループ
自主活動グループ
民生委員
児童委員
食生活改善推進員
公衆衛生推進員
青少年推進員
消防団
在宅介護支援センター
学校
郵便局
警察駐在所
（各代表者などで構成）

連携

一人暮らし高齢者に対する友愛訪問活動
世代間交流事業
福祉のつどい
福祉ボランティアのつどい
これ以外でも
研修会・勉強会
いいので、出
来ることから
健康づくり活動の例
始める
料理教室
スポーツ・運動教室
ウォーキング
食生活改善・生活習慣病予防の勉強会
介護予防教室、家族介護教室

地域ケア会議
基幹型在宅介護支援センター
地域型在宅介護支援センター
市 保険所 医師
地元委員会

三原市と三原社会福祉協議会で
助成する内容
アドバイザーの派遣
定期的な研修会の開催
「地域福祉だより」の発行

先進地御調町

高い町民の意識
構築されている行政と関
係者のネットワーク
御調町は「公立みつぎ総
合病院」を中心として、
行政・保健・医療関係者
と福祉関係者、更に住民
が加わってのネットワー
クづくりが構築されてお
り、同病院に併設されて
いる保健福祉センターで
福祉に関する相談やほと
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んどの手続きが完了し、保健・医療・福祉の窓口
が一元化されています。また、住民参加の仕組と
して「福祉バンク制度」を発足させ、自分が元気
な時に寝たきり等の要介護老人の面倒をみて、自
分が倒れたら看てもらう仕組み等も構築されてい
ます。
今回取り上げた「市民ニーズに対応すること
のできる総合相談窓口の設置」「三原の保健・
福祉について計画立案することのできる行政組
織の設立」という2つの課題は、御調町の事例
ではかなりの部分が実現されていると感じます。
三原市でもまだまだ積極的に取り組んでいただ
きたいと思います。しかしながら、私達住民も
行政に任せきりではなく、できることから行動
して一体となって 福祉のまちみはら を構築
してゆかなければならないと思います。

合併に関する意見交換
開催！

「住民による 久井町で開
合併を考える会」

住民主導の合併を目指す「住民による合併を考
える会」（座長勝村憲明氏）の全体会議が、久井
町にて開催されました。本郷町、瀬戸田町と同じく、
第1部で提言書（住民参加、財政、福祉・環境、
教育の4分科会）の発表を行い、第2部は合併に関
する意見交換を行いました。
参加した住民からは、「合併に関する情報が不
足している。合併のメリット、公共料金、地域の
文化など基本的なことが分からない」など、行政
の対応への不満や、「三原久井間の道路は県の事
業費で整備し、特例債は他の事業へ使うべきだ」「三
原久井間へロープウェイを」など、三原との交通
インフラ整備に関すること、「町立国保病院はど
うなるのか」などの意見がありました。
会の最後に「住民主導で将来を見据えたまちづ
くりを真剣に考えてほしい。今日をそのきっかけ
にしてください」と、勝村座長が締めくくりました。
なお、次回の会で
は、久井町、瀬戸田
町、本郷町での住民
の意見を検証し、集
大成として発表する
予定です。

次回「住民による合併を考える会」
日時／11月20日
18：
30〜20：
30 受付：18：
00〜
場所／三原市中央公民館
第2第3講座室

2004年度（社）三原青年会議所役員名簿

2004年度
（社）
三原青年会議所
理事長予定者

役 職

上 田 隆 政
平素より、（社）三原青年会議所に対し、
暖かいご理解とご支援を賜りまして心より厚
くお礼申し上げます。
2004年度の（社）三原青年会議所の新役
員が決まりましたので、ここに紹介させてい
ただきます。来年度も本年度同様宜しくお願
い申し上げます。
（社）三原青年会議所は、1962年創立以
来「明るい豊かなまちづくり」を基本理念に様々
な活動を展開しております。1973年に「瀬
戸のインターチェンジ三原−歴史と未来の調
和した福祉都市へ−」構想、1985年に「イ
ンターフェイスみはら21Ｃ−瀬戸、ロマン、
国際色豊かな都市 三原 」構想、1992年
に「ニューグラビティみはら−ドラマチック
な出会い！広域交流都市−」構想、2000年
に「コラボーレーションシティ21」構想と4
つのまちづくりビジョンを提唱してまいりま
した。基盤整備の方向性、まちづくりにおけ
る市民参加の重要性、広域連携・広域交流の
必要性等、いずれもみはら広域圏の発展の方
向を明確にするとともに広く多くの皆様の共
感を得ることができたことと思います。
さて、わがまちにおいては、先月、合併に
関する「法定協議会」が設置され、2005年3

名

前

理 事 長 上田

勤

務

先

隆 政 （有）上田製版印刷所

直前理事長 佐 藤 恵 美 子 （有）三原ターミナルホテル

月の合併を目指して動き始めました。私たちは、
今回の合併をまちづくりのChanceと捉え、
果敢にChallengeし、まちをChangeしてゆき、
このまちのもっているアイデンティティを活
かして「オンリーワンの魅力あるまち」、「自
立した魅力あるまち」を創らなければならな
いと考えています。そこで大切なのは、市民、
ＮＰＯが主役となり、行政とパートナーシッ
プを持って、「協働」でまちづくりを実践し
てゆくことです。協働でのまちづくり推進運
動を通して、ＮＰＯが活きづくまち、そして、
市民、ＮＰＯ、行政のパートナーシップが活
かされるまちの実現を目指してゆきます。
そこで、2004年度（社）三原青年会議所は、
本年度のスローガン「魅力」の志を受け継ぎ、
市民の皆様、並びに広域の方々と共に、未来
の地域のあり方を語り、夢の実現に向け、若
者らしく勇気と情熱をもって歩んでゆきたい
と思います。
最後になりましたが、先輩諸兄の築いてこ
られた歴史と伝統を継承しつつ、会員一丸と
なり活動してまいります。今後とも引き続き、
皆様の暖かいご指導とご鞭撻を賜りますよう
宜しくお願い申し上げます。

特 別 理 事 森明

功 （株）もりみょう

副 理 事 長 宇佐

伸 次 （有）三原ホンダ自動車

〃

田尾

敏範

〃

藤本

勇 二 （株）キヨーデン

専務理事 渡辺
理

共立電機産業（株）

敏 （有）渡辺商会

事 今井

督 和 （有）ワイズコーポレーション

〃

菊川

美 仁 （株）ガルバ興業

〃

小林

正典

〃

松尾

清 治 （有）山陽高速印刷

〃

盛影

誠司

盛影塗装（株）

事 小松

洋文

小松木工（名）
・小松家具店（名）

監
〃

平 田

セクレタリー 原
〃

共和不動産（株）

靖 （有）みどり書店
邦 高 （株）原アルミ建材

檜 山 泰 三

檜山幸三税理士事務所

三原JC8月例会
人づくり支援実践委員会（亀田
尚史委員長）では「心豊かな共育
をめざして！〜PTCA運動 地域
の教育力が充実した社会を！〜
校長編」と題し、田野浦小学校の
仲校長をお迎えして８月例会を行
いました。
その中で仲校長は、「前任校の
話ですが、子ども達が海辺の生き
物について調査するなかで地域の
方の協力も得て、現在の種類・数
が昔と比べて大変少なくなってい
ることが分かりました。そして、
その原因が生活排水にあることが
分かり、地域の人たちと一緒にな
って昔のように生き物の多い海に
戻そうと取り組んだことがありま
した。この活動から、子ども達は

自ら学ぶ中で多くの生きた経験を
得ることができたのと同時に、学
校全体で地域を愛する心を学ぶこ
とができ、子ども達の『人間形成』
に大きく寄与し、『生きる力』を
育むことになりました。そしてま
た、このような活動を行うには多
くの保護者や地域の人の協力が必
要だと感じました。」と、地域と
共に子どもを育む環境の必要性を
語られました。続いて「田野浦地
区でも、保護者、地域との連携を
深めていきたいと考えていたとこ
ろに、三原青年会議所よりＰＴＣ
Ａ事業の話をいただき、大変有難
く思っています。」と、語られま
した。
この例会で会員は、自分達が推

9

進しているＰＴＣＡ運動に対する
学校の理解を生の声で聞くことが
でき、子ども達の青少年育成の重
要性と、地域の共育力の向上に向
けての取り組み方を改めて考える
ことが出来ました。

催
本日開

20

本日午後に子ども達、先生、地域の大人が一致団結
して作った9艇の手作り いかだ で川下りを行い
ます。
時間 14：
00〜16：
00
場所 沼田川定屋橋（新倉町）付近
（雨天の場合は9/27に変更となります）

いつも、楽しく読ませていただ
いております。さて、先日、三
原にきた関西の友人に三原の印
象を聞いてみました。三原は、海、
山に囲まれて、
神戸の地形に良く
似ているということですが、街
の雰囲気はまだまだ物足りない
なということでした。神戸は海
岸線などにアウトレットショッ
プやポートアイランド、六甲ア
イランドなど海が見える地形を
活かした街づくりをしている。
三原も須波海浜公園やイタリア
ンレストランなどができはじめ
て整備されつつあるので、更に
三原だけでなく隣接する市町村
と協力して海岸線を活かした施
設があれば活性化に繋がるので
はないかといっていました。中
途半端なものでなく、お客さん
の望む、
リピーターとなってもら
えるような施設があればと思い
ます。そうすることで、人が集
まり三原の発展につながるので
はないでしょうか。
皆実町男性

7 2 3
（社）
三
原
青
広年
報会
委議
員所
会
行

（社）三原青年会議所は、9月19日に行われた例会の入会式にて、
以下の3名の新入会員を迎えることができました。皆様の暖かい
ご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

作田 佳史
（さくだ よしふみ）
（株）みどり商会
S46年 3 月19日生まれ
御調郡久井町
抱負
今までとこれからの
色々な人との縁を大
切に頑張ってゆきた
いです！

檜山 泰三

松葉

（ひやま たいぞう）
檜山幸三税理士事務所
S48年 2 月 1 日生まれ
三原市皆実町
抱負
明るい豊かなまちづ
くりを目指してがん
ばります。

弘

（まつば ひろし）
ジュエリーサロンまつば
S44年 1 月15日生まれ
三原市糸崎町
抱負
今年入会した 3 名で
力を合わせてがんば
ってゆきますのでよ
ろしくお願いします。
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やっさもっさＴＶ
今月の放送予定日
時間
7：30
8：30
9：30
19：15
21：15
23：15

日

市
民
の
み
な
さ
ん
の
身
近
な
ご
意
見
を

本
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で
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（三原CATV）

23（火） 24（水） 25（木） 26（金）

三原J Cビジョン

今月号の記事
１面 ＰＴＣＡ推進事業
２面 地域経済連載
３面 福祉連載
４面

1 面の続き
三原J C9月例会リポート

9月20日（土）、定屋橋（新倉町）付
近の沼田川において田野浦小4年生・
先生・保護者・地域の大人が一体とな
って いかだ による川下りを行いま
した。当日は小雨がちらつくときもあ
りましたが、たくさんの方が参加し、
沼田川土手沿いにも500名近い見学者
が訪れるという盛況ぶりでした。関係
者全員の集合写真、いかだに乗ったチ
ームごとの記念撮影を終えた後、子ど
も達は我先にといかだに乗り込んで笑
顔で出発しました。チームで団結して
いかだを漕いでいる子ども達。いかだ
をロープで誘導する大人達。非常時に
対応する準備をした大人達。子どもを
指導しながらカメラを手に川に入る先
生。誰もが活き活きとしたその表情から、
共育の魅力を感じることができました。
この事業は、 いかだ の企画段階か
ら保護者、地域の大人を交えてのワー
クショップ、必要な材料を地域で調達、
そして先述の川下り、それらすべてを
学校の授業で行い、さらに地域が一体
となって取り組むことにより、地域で
子どもを育むという重要な目的を達成
することができました。青年会議所は、
このようなＰＴＣＡ運動（学校・保護
者・地域の三位一体となった共育環境
の創出）の推進を行っています。今回
取り組んだ田野浦小学校でのＰＴＣＡ
事業は今後も続けていただきたいと思
いますし、他の学校にも波及してゆく
ことを願っています。

「いかだ」の下絵づくり

各自絵を描く

8 月5 日
「いかだ」のミニチュアづくり
8 月5 日〜

夏休みに家でミニチ
ュアを作って浮かべ
てみる

ミニチュア工作完了
8 月2 6 日
グループ決め（3クラスで9グループ）
9 月3 日
ワークショップ
9 月4日

グループごとに各自
作成した絵をもとに
チームの「いかだ」
を決定
チーム名決定
材料の拾い出し
沼田川の学習

材料集めの学習
9 月8 〜1 0 日
「いかだ」の材料集め

地域の人へのお願い
の仕方

9 月1 1 日
「いかだ」づくり開始
9 月1 6 日
「いかだ」最終仕上（参観日）
9 月1 8 日
川下り実施
9 月2 0 日

4面に参加者の声を掲載しています。

と き

子ども主体で地域を
回り材料集め

地域の先生などにア
ドバイスをもらいな
がら作成、その後プ
ールにて進水

1 0 月2 5 日（土） 「僕たち、私たちの行きたい学校は・・・」。
三原市内各中学校の生徒13名が学校での悩み、

1 4 :0 0 〜1 6 :3 0

ところ 三原市議会議場

不安を三原の大人達（市長、議長、教育長、
警察署長など）に投げかけます。

傍聴できます！
ご希望の方は三原青年会議所まで

◆NHK大河ドラマ「武蔵」では、か
の有名な巌流島の決闘が終わり、終
盤に入ってきた。宮本武蔵は、今の
岡山県英田郡大原町宮本で生まれ育
ったそうで、今年はそれに関連した
町おこしが盛んであったようだ。◆
宮本武蔵と言えば、作家吉川英治で
ある。吉川英治氏は「登山の目標は
頂上と決まっている。しかし、人生

の面白さは、頂上でなく逆境の中腹に
ある」という名言を残している。◆
1997年に放映された毛利元就は、こ
の近郊にいろいろな影響を与えた。毛
利元就の3男が小早川家の養子となり
三原に浮城を築いたのは周知の通りで
ある。その関係で、本郷・三原近郊は
小早川人気に沸いた。その名前が冷め
やらぬ2年後に、（社）三原青年会議所
が「小早川市構想」を発表した。◆そ
れから4年経った今、行政も議会も合
併に向けて着実に進んでいる。このま

ま進むと、大和町が加わることで10万
人超の新市が2年後には誕生する。◆
住民代表の意見が反映される場も設け
られており、また、完全ではないにせ
よ対等合併で話が進んでいるようである。
すなわち、青年会議所が提唱してきた「住
民参加型の対等合併」は、一応取り入
れられているようである。我々は、合
併という頂上を目標としていたのでなく、
住民参加型の対等合併という逆境の中
腹で、いろいろな問題にぶつかりなが
ら四苦八苦した。吉川英治氏の言葉を

借りると、面白かったことになる。
◆実は、大きな問題はこれからであ
る。2年後の新市に向けていろいろ
な調整があろうし、その後には次の
合併がスタートするとも言われてい
る。世の中がどのようになろうとも、
住民のためのまちづくりは、住民参
加が不可欠であることを、今一度心
に留めたい。

本紙『やっさもっさ』は、 1 月から11月まで毎月 1 回発行し、新聞折り込みを中心に配布しております。何卒ご愛読ください。 ※資源保護のため再生紙を使用しています。
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されたものが必要だと思いますが、
改善策等のお考えがあればお聞か
せ下さい。

（社）三原青年会議所広報委員会では、同会議所新聞「やっさもっさ」
を通して、私達のまちにおいて重要なキーワードとなる 福祉のまち
みはら について取材を行ってきました。これまで、三原市民生部の
各課、関連した活動の現場などに取材を行ってきましたが、連載のま
とめとして三原市民生部石本部長に取材を行いました。また、医療、
保健、福祉のそれぞれに精通しなおかつ、各自治体の取り組みにも詳
しい県立保健福祉大学の鷹野先生に、このまちの活動は他市町村と比
較してどうなのか、また独自の取組みはあるのか、さらに今後どのよ
うに取り組むべきかなど、お話を伺いました。

石本民生部長に
お聞きしました
三原市民生部長
福祉事務所長 石本

ァミリーサポート」という仕組も
あり、当市においても、今後検討
を行いたいと思っています。

博一 氏

―私達は、三原市長期総合計画で
も策定されている 福祉のまちみ
はら について探ってゆく中で、
児童福祉に係る「放課後児童クラブ」
の取材を行いました。取材を通し
て同クラブの需要は高いように感
じましたが、現在、設置場所の増
設や時間延長等の検討はされてい
るのでしょうか。

―高齢者のふれあいの場として行
われている ふれあいいきいきサロ
ン が全市的に広がるようにする
には、行政からのサポートを増や
すことが必要だと思いますが、い
かがでしょうか。
ふれあいいきいきサロン は、
立ち上げはスムーズに行くのですが、
継続して活動することが難しいよ
うです。ある程度回数が経つと何
をやっていいのか困ってしまうケ
ースもあるようです。行政としては、
マンネリ化にならないよう新しい
取組み等をアドバイスできればと
思っています。

15年度より機構改革を行い、サン
シープラザ内に保健福祉課を新設し、
市民の保健福祉の窓口となるよう
対応に努めています。また、行政
はどうしても縦割り組織ですが、
IT等の情報端末を有効活用し、横
の繋がりを大切にし、市民ニーズ
に柔軟に対応できるよう努めてい
ます。
―医療機関、県立保健福祉大学や
住民団体等と連携して、三原市の
将来の福祉を検討する新たな組織
が必要と考えますが、いかがでし
ょうか。
三原市長期総合計画にあたっても、
医師会や県立保健福祉大学との連
携や市民ニーズ調査、計画策定に
役立てています。また今年度中に
は「健康三原21プラン」を作成す
ることとなっていますが、市民懇
話会を開催し、市民のニーズを反
映させるようにしています。

に出向いて説明したり依頼があれ
ば指導に行ったりとかなり力を入
れています。私自身、各地から依
頼される講演で三原市が作成した
説明ビデオを使用しています。三原
のＰＲにもなっていますよ。また、
介護保険事業計画（ほとんどの自
治体はコンサルに委託しているが
三原市は職員が作成）も地域に説
明して回っている自治体は県内で
も三原市だけで、県からもその取
り組みへの評価は高いようです。
介護保険料もほとんどの自治体で
上がりましたが（300円程度）三
原市は職員の綿密な計画による努
力で60円程度に押さえています。
私も今までの活動をこのまちに活
かしてゆきたいと考えていますので、
期待してください。

1年間

福祉のまちみはら

いて取材を行ってきましたが、三原
市においても様々な取組みが行われ
ていることが分かりました。三原市

鷹野助教授に
お聞きしました

の福祉に係る部署として三原市民生
部の方を中心にお話を伺ってきまし
たが、それぞれの課で取組む課題・

医学博士

鷹野 和美 氏

県立保健福祉大学助教授
東京大学大学院医学系研究科客員研究員
大分医科大学医学部講師
県立広島女子大学講師

項目も違い、また、国からも福祉に
関する新たな取組みが実施に向けて
三原市にも下りてきているのが分か
りました。また、鷹野先生の取材か
らも分かるとおり、三原市は他市町
村に先駆けて行っている事業もあり、
比較的進んでいることも分かりまし
た。しかしながら、我々市民が
祉のまちみはら

例えば中之町では入所要望児童
が多く、中之町小学校の空き教室
を利用して、広いスペースへと移
行を行いました。時間延長等の要
望については、年度末に児童の保
護者より要望を聞くことになって
おり、その上で改善事項の検討を
行いたいと思っています。他市町
村では、午後5時（終了時刻）以降
の児童をボランティアがみる「フ

につ

福

として、三原の姿

が見えないのも現実だと思います。

―三原市の福祉に関する窓口がサ
ンシープラザと市役所の2 つに分
かれています。市民の立場からす
ると、総合相談窓口として一本化
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三原はスゴイ！

例えば、「寝たきりゼロ」を掲げる

三原市の地域福祉計画（先月号
で紹介）に対する取り組みは、日
本の中でも先進地と言えます。「本
来市が行うべきである福祉を地域
に押し付けている」という声もあ
るようですが、三原市は新しい係
も設置して従来よりも予算をかけ
てその推進を行っています。地域

市町村が、町全体として取組み項目
がはっきりしていると、市民の相互
牽制等とも相まって、飛躍的に向上
するようなケースもあるようです。
これからの三原を考えると、
のまちみはら

福祉

が目指す姿を明確に

し、より市民の方に理解していただ
くような仕組作りが必要に感じます。

福祉産業ＮＰＯの設立
行政の援助を受けながら民間主
導で設立し、みはらを世界に向け
てＰＲします。そこで働く専属ス
タッフ、ボランティアスタッフな
ど環境を整えて世界最先端の地域
を創ることを目指します。有名国立
､私立大学では研究の成果を企業と
ジョイントしてお互いにアイデア・
お金･生産技術・販売網など補完し
ながら成果を現しているものが多
くあります。

、
自

。
、

広報委員会では､みはらの経済活性化についてこれまで連載を重ね
てきました。「経済特区」「みはら若手経済人対談」「櫟本博士への
取材」など一年間で様々な角度からみはら経済について考察してきま
した。そこでキーポイントとして上げられるのが前号でも取り上げた
ように「サービス産業」ともうひとつの連載記事の「福祉」です。世
界に例を見ないスピードで超高齢社会に突入する日本。そのことは、
みはらも例外ではありません。地域主権社会が構築される今、
地域社
会に大きな課題となる高齢者､福祉問題と新たな産業の育成の必要性
ということが一機に解決できる可能性があります。それが「福祉産業
ＮＰＯ」を核とした福祉ブランドみはらづくりです。

財源と活動方針
このＮＰＯの財源は､行政が行な
っていた費用の委譲、産業界から
の出資を当てます。権限も行政か
ら委託します。関係する学会の誘
致を行い世界規模でのみはらブラ
ンド確立のためのＰＲ活動などを
行ないます。

高齢者スポーツレクリエ
ーションセンターの整備

福祉ブランドのイメージ図
産業
製品の
製造販売

新製品の開発
優遇措置

福祉産業ＮＰＯ
世界へのＰＲ活動
市民の健康管理活動
センターの運営管理
学会誘致など

研究成果のＰＲ
研究費の補填

大学
研究成果など
を提供

イメージアップ
税収
雇用拡大

行政
福祉活動の
一部を委託
財源の援助
施設の便宜

高度医療にはますますお金が必
要になる時代です。高齢者をはじめ、
みはら市民がいつまでも若く元気
でいられるように、誰でも安心して、
気軽に健康増進､維持のスポーツレ
クリエーションが出来る設備を整
備します。ピンピンころりでみん
な幸せな地域作り。施設は郊外で
はなく歩いて行ける市街地に造り、
運営、維持､管理はボランティアス
タッフを活用します。

三原J C9 月例会
（社）三原青年会議所会員研修アカ

健康増進器具の
開発製造販売
高齢になったとき、何か障害を
もったときでも今までどおり快適
に暮らせる器具の製造販売を行い
ます。県立保健福祉大学と産業界
が協力して生み出した商品を世界
規模で販売します。みはら市民は
モニターとして参画。みはら発の
企画製品をブランド化して一大産
業地域にします。

終わりに
「福祉産業都市みはら」
資本（企業・行政）アイデア（大
学）製造販売（企業）運営（ＮＰＯ）
が連携されることにより新しいみ
はらが見えます。福祉を中心とし
た産業が育成され定住人口が増え、
税収も増えることが予想されます。
日本いや世界中の人々に認知され
るようになれば、日本中の年金生
活者が豊かな老後をみはらで迎え
るため移住が増えます。移住者が
みはらで生活し消費することに伴
う新たな雇用者が生まれます。ま
たみはらを学ぼうと世界中から留
学生･学者や商品のバイヤーなどが
訪れ、人が行き来することで活性
化も図れます。みはらの良さを生
かし、小さな種から芽を出し大き
な木に育つ可能性があると思います。

通して会員に伝えました。説明後、会
員全員が例会終了後から行う行動を決
意表明書に記入し全員の前で発表し、

デミー委員会（兼綱猛晴委員長）は、 魅力ある青年会議所になる気持ちが高
9月19日、三原商工会議所にて、「実

福祉ＮＰＯの設立に適し
た環境が整っているまち
「みはら」
みはらには大手企業の仕事を受
注する技術の確かな企業（産）が数
多くあり、
健康福祉の最先端を研究
する広島県立保健福祉大学（学）が
あり、
そして優秀な行政機関（官）が
あります。つまり産学官揃ってい

るのです。その連携やまち全体を
捉えた活動を行う福祉ＮＰＯを設
立することから始めれば良いと考
えます。

践しよう、魅力ある三原青年会議所に
なるために！」と題し、9月例会を開
催致しました。例会では、魅力ある（
社）
三原青年会議所になるためには、
その
組織を作る個人の魅力を高める必要が

◆コンセプト

みんなが年をとっても健
康で豊かに暮らせるまち

あること、
そしてその個人の魅力を高
めるためには、今までできていなかっ
た良い行動を一つ実践することだと、
ビデオやスライドを使ったセミナーを

3

まる一助となる例会となりました。

田野浦小学校
校長 仲尚美
先日、三原テレ
ビで放映していた
だいた「田野浦小
−川下り」の番組
の中で、子どもたちの笑顔の輝きとイ
ンタビューに答える子どもの心の輝き、
言語活動の輝きを感じ、今回の活動が
子どもにとっていかに価値ある学習で
あったかを実感しました。地域一体を
推進している今回の教育は、児童はも
ちろん教職員にとっても大変貴重な体
験になりました。今後、沼田川という
絶好の教育環境をさらに学習に生かし
ていきたいと考えています。その時に、
地域方々の協力や環境を整えてくださ
っている団体の方々の教えを請いなが
ら、学習を進めていきたいと願ってい
ます。このたびの川下りの活動にご協
力くださった各地域の皆様、団体の方々
に衷心より感謝申し上げます。

田野浦小学校
４年生担任一同
パワーをたくさ
んもった子どもた
ちに「何かさせて
やりたい」と思う
ものの、それが何か見つからないでい
たところに、青年会議所の方々のアイ
ディア・ご協力をいただいて、今回の
「川下り」の活動を組むことができま
した。この「川下り」活動は、当日の
川下り体験のみならず、様々な学習が
盛り込まれています。まず一つ目は、
イカダ作り。グループで下絵や模型を
持ち寄り、どんなイカダにするかとい
うところから話し合いで決めていきま
した。材料のこと、デザインのこと、
旗の作り方のことなどなど、グループ
で産みの苦しみを味わいながら、それ
でも一生懸命協力して、一つのイカダ
を作り上げました。二つ目は、地域の
方々との交流。材料一つにしても、大
人が用意をしてしまうのではなく、お
願いの仕方について学びながら、地域
へ出かけてもらってくるようにしまし
た。スーパーや材木屋さん、看板屋さ
んで材料をもらったり、地域のボラン
ティアの方に竹を切ってもらったり、
あるいは自分の家族や親戚の人にお願
いをしたりして材料を集めていきまし
た。また、設計についての話し合いや
イカダ作りの活動にも、地域の方々、
保護者の方々に「地域の先生」という
ことで積極的に関わっていただきまし
た。地域の皆さんの協力なくしてはで
きなかった活動ですが、子どもたちに
は、地域のすばらしい方々を知り、人
の恩や支えてもらえる温かさを知り、
自分たちの郷土を知る大変よい学習の
場となりました。三つ目は、報告会の
学習への発展。今回の活動の体験を生
かし、活動の様子や感想をまとめたり、
人に伝えたりする活動まで計画してい
ます。ただいまその活動の真っ最中で
すが、「どうやったらこの活動のこと

が伝わるか」「わかりやすい報告方法
は何だろう」と考えながら、「川下り
報告会」に向けて学習を進めています。
楽しく中身が濃い活動だっただけに、
思いを込めながら、一生懸命自分たち
の活動をまとめ、分かりやすく発表す
る学習にとり組んでいます。この度の
活動から学んだことは、なによりこの
ような夢のある活動を組むことにより、
「子どもたちが本気になる」というこ
とです。「がんばれ」「一生懸命しろ」
と言う前に、自分たち教職員が考え、
子どもたちが本気になる活動を用意し
ていく大切さに気づかせてもらいまし
た。しかしながら、準備や安全面の問
題があり、学校内だけでは到底できま
せん。今回のように地域の方々の協力
を得てはじめて実行可能だとつくづく
感じております。今回様々な方とのつ
ながりができたことも大きな収穫です。
この出会いやつながりを大切にしなが
ら、ますます地域・家庭と協力しあっ
て子どもたちに有益な活動を考えてい
けたらと願っております。今回の活動
に甚大なるご協力をくださった多くの
皆様に感謝申し上げます。どうぞ今後
ともよろしくお願い申し上げます。

現地でインタビュー

4年生児童
川下りが始まった。次々にイカダが
川へ入ってゆく。「ぼくは２番目だー、
早く乗りたい。」でもじつはこわくて
ドキドキしていた。ついにぼくの番が
回ってきた。そっと乗ってみた。ドキ
ドキしてこわくなった。ゆらゆらして
落ちそうになった。でもプールで落ち
ないと先生たちとやくそくした。だか
ら落ちるわけにはいかない。オールで
落ちるのをなんとかくい止めた。ひっ
しでこいでいくと、イカダがぐるぐる
回転し始めた。「ちゃんとこいで。」
いっしょに乗ってるみんなに言った。
みんなでひっしにこいだ。なんとかゴ
ールの近くまでいくと次の人と交代を
した。ゴールまでいくのはあぶないの
でもどることになった。いったん来た
川をもどった。これでは川登りだ！で
も本当に楽しかった。一生に一度の川
下りだったと思う。今回の川下りは、
地いきの方々のおかげでイカダを作っ
たり、川下りができて本当に楽しかっ
た。ぼくは、グループのリーダーにな
ったが、みんなの前でイカダの案を発
表したり、グループをまとめたりした
のが、とってもいい経験になった。こ
んなすばらしい活動をまたしてみたい。

田野浦小学校
PTA会長 橋濱 智美
生憎の天候でしたが、「子ども達の
頑張っている姿・楽しそうな笑顔」に
こちらまで嬉しくなり「地域の方々の
ご協力」「ＪＣの方々のお気遣い」「先
生の頑張り」に心が熱くなり、胸が一
杯になりました。自分達で材料を調達
し、汗を流して製作したいかだに乗っ
て沼田川を下った思い出は深く、子ど
も達の胸に刻まれたことでしょう。こ
の日のために多くの方々にご支援いた
だいたことを深く感謝申し上げます。

保護者
雨天の上、風向きも逆で肌寒い中、
条件としてけして良いものではありま
せんでしたが、子どもたちが最後まで
頑張った姿に感動しました。また、そ
の背景には数多くの方々のご協力があ
ってのことを先生方の通信を通じて分
かっているだけに応援してくださった
皆様にも感謝の気持ちでいっぱいにな
りました。

子ども
・たくさんの大人と知り合えて楽し
かった。
・怖かったけど楽しかった。
・いい経験が出来ました。
・のこぎりを持ったのも川下りも初
めてで楽しかった。
・また、こんな授業がしたいです。

保護者
・もっと、こういったことを学校に
取り入れて欲しいです。
・これからも出来る限り学校に協力
したいと思います。
・子どもにとって本当にありがたい
経験になりました。地域の人に感
謝しています。
地域の方
・私達が子どもの頃、やっていた遊
びが再現できて私自身も楽しかっ
たです。
・もっと多く地域と一緒にもの作り
などを行って欲しい。
・子ども達から色々なことを聞かれ
楽しい経験でした。
・子ども、先生、地域の心が１つに
なり良かったです。
・学校と保護者だけではなく地域の
人が一緒になっていくのが理想だ
と思います。

「住民による合併を考える会」
本紙9月号でお知らせした
次回開催日が変わりました。

（社）三原青年会議所
人づくり支援実践委員会
委員長 亀田 尚史
この度の事業「僕らの沼田川 川下り
でウオッチング！」で、家庭（Ｐ）・
学校（Ｔ）・地域（Ｃ）が力をあわせ、
地域の共育力の向上を目指し、「ＰＴ
ＣＡ運動」を実践することができまし
た。子ども達には地域の人とふれあい、
川下りを通して沼田川に親しみ、地域
を愛する心を学んで頂きました。また、
地域の先生（家庭・地域）には、学校
教育に積極的に関わって頂きました。
今後は、三原青年会議所主導ではなく、
地域が学校を支えていくという意識で
「地域の共育力が充実した社会」を目
指し、この輪が地域に浸透し、広がっ
ていくことを期待します。最後に、こ
の事業にご参加ご協力頂きました方々
に、心より感謝申し上げます。

参観日より参加させていただきまし
た。まずその日に地域の方々、青年会
議所の方々と自然に打ち解けている姿
に驚きました。私が道具を取ってあげ
ただけなのですが「ありがとうござい
ました」という言葉をもらって感動で
した。当日もたくさんの方々にお世話
になり、そしてもちろん子ども達自身
の頑張りで「川下り大成功！」であっ
たと思います。家に帰ってから「あー
楽しかった。でも終わってなんかさみ
しい」という子どもの達成感一杯の顔
が見られました。
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やっさもっさＴＶ
1 0 月放送予定 （三原CATV）
時間
7：30
8：30
9：30
19：15
21：15
23：15
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日

21（火） 22（水） 23（木） 24（金）

１・２・３面 ジュニアサミット開催
４面 「リサイクルで未来クル懇談会」リポート
「住民による合併を考える会」
三原J C10月例会リポート
広域青年協議会リポート
編集後記

広島大学附属三原中学校 3年
3

三原市立鷺浦中学校 3年
3

三原市立宮浦中学校 3年
3

三原市立第三中学校 2年
2

浅田 香代子

平木 千絵

宮田 啓央

吉原 杏菜

三原市立第三中学校 3年
3

広島大学附属三原中学校 3年
3

如水館中学校 3年
3

吉本 慎之介

岡田 知華

池田 ゆかり

三原市立幸崎中学校 3年
3

三原市立第一中学校 3年
3

中田 明日香

箕西 真衣

（社）三原青年会議所理事長

佐藤 恵美子

ＪＲ西日本 三原駅長
三原市長

田中 敏博

五藤 康之

三原浮城ライオンズクラブ 会長

松尾

仁

三原市教育委員会 教育長

三原市ＰＴＡ連合会 会長

植木 章弘

高橋 一昭

三原市議会 議長
三原市子ども会連合会 会長

広島経済同友会三原支部 支部長

三原パイロットクラブ 副会長

仁ノ岡 範之

渡辺 康博

亀井 好子

三原商工会議所 会頭

伏見

豊田

松浦

弘

三原市議会議員 総務文教委員会 委員長 三原テレビ放送株式会社 統括課長

暁

三原警察署長

三原中央ライオンズクラブ 会長

岡本 純祥

中村

（社）三原青年会議所人づくり支援実践委員会（亀田尚史委員長）は、10
月25日（土）、三原市議会議場にて「ジュニアサミット2003」を開催しま
した。この事業は、家庭や地域での教育力の低下が言われている現在、子
ども達が学校生活において何を考え、何を求めているのかを把握し、その
子ども達の悩みや問題に対して地域の大人たちがアドバイスをして、お互
いを理解し合おうという趣旨で行いました。地域の大人を代表して、市長
をはじめとする三原市内の有志の方々をお招きしました。すべての大人に
とって、子ども達は大切な未来なのです。思い出してください、あなたが
子どもの時、悩んだ時、困った時、誰に分かってもらいたかったのか？ど
の様に励ましてもらったのか？今の子ども達も同じように悩み、苦しんで
います。今こそ、子ども達の心を受け止めてあげ、お互いの心を開くこと
が必要なのです。

勝

三原市立第二中学校 3年
3

三原市立第五中学校 3年
3

島津 泰彦

笹山 涼湖

尾道おやじくらぶ代表

宇根本 茂

三原ライオンズクラブ 会長

浮城窯 陶芸家

田野浦小学校PTA
田野浦小学校
田野浦小学校PTA会長
PTA会長
会長

灰谷 雅司

片山 雅昭

橋濱 智美

貢

◆小泉政権下で初めての衆院選に、
有権者が審判を下した。自民、公明
の与党が、絶対安定多数を確保した。
民主党も大幅に議席を伸ばした。日
本の政治構図は、二大政党化に向か
う様相を見せている。

に
続
い
て
掲
載
し
て
い
ま
す
︒

ある。◆また、今回の選挙は「政権選
択の選挙」「マニフェスト選挙（政権
公約）」などと位置づけられ、今回の
選挙の大きな特徴となった。「政権公約」
は、政策論争を活性化させ、名前の連
呼や「よろしくお願いします」と言う
だけの従来の選挙風景を大きく変えた。
◆ここで提案ですが、三原市において
もマニフェストを毎年度ごとに作成し

ところで、今回の低い投票率はいか
がなものだろうか。投票権は主権在民
の象徴であり、唯一行使できる権利で
ある。ここ10数年の政治スキャンダル
が政治への無関心層を増大してきたの
だろうか。しかし、政治から目を背け
ていては、世の中の変化と不安の時代
を乗り切るために我々が託す政治家と
住民との協働作業が成り立たないので

サ
ミ
ッ
ト
の
内
容
は
︑
2
︑
3
面

三原市立第四中学校 2年
2

岡西 真希

如水館中学校 3年
3

垣内 茉利

てみるのはどうだろうか。もちろん、
事業後の外部・内部評価を行うのは
当然のことである。事業の期限を決
め、数値目標を設定することで、目
標が明確となり、効率のよい行政運
営が行えるはずである。合併を控え、
自立したまちをつくりあげてゆかな
ければならない今がチャンスではな
いかと思うのである。

本紙『やっさもっさ』は、 1 月から11月まで毎月 1 回発行し、新聞折り込みを中心に配布しております。何卒ご愛読ください。 ※資源保護のため再生紙を使用しています。

1

何もできない自分が嫌です。二つ目は、部室のある学校です。私たちの学
校には部室がなく、体育館と体育倉庫にクラブ道具を片付けたりしています。
着替えも体育館の控え室や端の方で服を着替えています。他の学校と同じ
ように、各クラブに部室が欲しいです。これら二つが私の理想の学校です。
これからも、この二つについて真剣に取組んでいきたいと思っています。
いじめについては、相手の悪いところば
三原市長
かりを見るのではなく、相手の人のいい所
ご とう
やすゆき
を見つけることが大切だと思います。部室
については、本当に不自由なところは改善
をしていくよう検討を行わなければならないと思います。それから、理想
の学校はみんなが楽しく来れる学校とありますが、楽しい学校とはどのよ
うなものでしょうか。学校とは楽しいこと、苦しいこと、悲しいこと、辛
いことがあるのが学校ではないでしょうか。そしてそれらを乗り越えるこ
とによって、自分が目指すべき目標が達成された時の充実感が本当の楽し
いことのように思います。

五藤 康之

身なりが守れる学校と
生徒会を中心とした活動ができる学校
僕が理想とする学校は2つあります。一
つ目は身なりを守れる学校です。宮中では
みや た
ひろひさ
月に1回身なり点検がありますが、ほとん
3年
どの人は守れているのですが、一部の人が
守らなかったり、先生が見ていない部分で守っていない人がいます。僕は
こういった環境をゆるしていると、だんだんと中学校全体が悪くなってゆ
くと思います。いい環境を守るためには、まず全員が身なりをきっちりと
守るべきだと思います。二つ目は生徒会を中心とした活動が出来る学校です。
宮中では生徒会を中心として活動をしようと心掛けていますが、生徒会の
提案はあっさりと却下されてしまいます。確かに生徒だけにまかせていると、
ルールはめちゃくちゃになってしまいます。しかし、それを理由に先生が
すべて仕切ってしまっては、先生が作りあげた学校になってしまいます。
だから先生と生徒がお互いに意見を出し合って、協力して作り上げていく
学校が僕の理想です。

三原市立宮浦中学校

宮田 啓央

身なりを守ることは決まりを守ることで
三原市PTA連合会会長
あり、決まりを守ることはルールを守るこ
たかはし
かずあき
とです。社会はルールを守ることで人間関
係を維持しています。生徒会が中心となっ
て、先生とよく相談して、どうやったら身なりを守れるようになるか、検
討をしてみて下さい。生徒会を中心とした活動については、新学習要領の
施行で授業時間が減少している面もあると思いますが、先生は生徒会が提
案したことを却下することについて説明する必要があると思います。また
話し合いの場を作ることも必要ではないでしょうか。また、学校は先生と
生徒、それに地域が一緒になって作り上げるものと思います。

高橋 一昭

＜宮田＞ 今もらったアドバイスをもとに、生徒会を中心に話し合いを持ち、
次の生徒会にも引継いでいきたいと思います。

＜箕西＞ 学校全体が生徒各々にとって、大切な場所になれたらいいなと
思います。それから部室はぜひ作ってもらいたいです。

行事活動が活発な学校と
総合的な学習の時間をもっと有意に

＜

僕の行きたい学校は次のようなところで
す。一つ目は、行事活動が活発な学校です。
しま ず
やすひこ
行事活動が活発ということは、生徒が先生
3年
に言われてやるのではなく、自分達から積
極的に参加するということです。二中では2、3年前から球技大会がなくな
ってしまいましたが、生徒から「やろう」という意見が出され、やること
が出来ました。すべての人が楽しむことができ、準備も進んですることが
出来ました。二つ目は、総合的な学習の時間をもっと有意義に使うことです。
週五日制になり、授業数が減ったのに更に総合的な学習の時間が加わり、
普通の授業が一層減りました。総合的な学習は最近までなかったのに、今
になってなぜ必要になったのでしょうか。本当に必要なのでしょうか。また、
学活・道徳・総合的な学習の三つは、どういった差があるのでしょうか。
三つを一つにしてもいいのではないでしょうか。どれも無駄な時間を過ご
しているような気がします。公立の学校では、こういった時間が増え、そ
れに伴い学力は低下するだろうし、私立では勉強に熱を入れています。こ
のままでは、公立と私立に学力の差が出てくるような気がします。

三原市立第二中学校

島津 泰彦

行事活動については、週5日制により授
三原市教育委員会教育長
業数が減ってきていることから、削減して
うえ き
あきひろ
いる行事もあると思いますが、二中におい
ては生徒の積極的な提案により球技大会を
再開できたことは、大変有意義なことと思います。先生は生徒を良く知る
ことが大切であり、行事活動については、上手く時間を作ることが重要と
思います。総合的な学習の時間については、新学習指導要領の施行により、
記憶中心の学習から総合的なものの考え方を養うために作られた時間です。
各学校で特色を持って取組んでもらいたいです。学力低下については、私
としてもしっかり受け止め、公立は公立として特色を出した取り組みを行
ってもらいたいと思っています。

植木 章弘

みんなが楽しく来れる学校
私の理想の学校は、みんなが楽しく行け
る学校です。その一つとして、いじめのな
みのにし
ま い
い学校です。今、私たちの学校では、少し
3年
いじめがあります。特に暴言をはいたり、
靴を隠したりすることはないけれど、陰口を言ったり「しかと」をしてい
ます。そのいじめを受けている子は、他に友達もいるけれど、教室にはた
まにしか来ないで保健室登校をしています。私は、その子と幼なじみで仲
がいいから話かけるけど、いじめている子とも仲が良いせいか、あまり心
を開いてくれません。私はどうしたらいいか分からなくて困っています。

三原市立第一中学校

箕西 真衣
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＜
＜島津＞ 総合的な学習の時間についても、日頃の教科同様頑張りたい。

バレーボール専門の先生が欲しいです
三原市立鷺浦中学校

私たちの学校は、全校生徒が19人と少
人数です。少人数なので男子と女子、先輩
後輩関係なく話をするので、みんな仲良し
3年
です。しかし、クラブのことで困っていま
す。私たちのバレー部は、1、2年生全員で8人しかいないので練習相手に
困ったり、顧問の先生は熱心にバレーの勉強をして下さっていますがバレ
ーの専門ではないので、なかなか上手くなれません。私は最後の引退戦で
負け大変悔しい思いをしたので、今の後輩にはこのくやしい気持ちを味わ
って欲しくないです。後輩の為にもバレー専門の先生に来てもらいたいです。
ひら き

ち え

平木 千絵

バレーに対する思いだけでなく、みんな
三原商工会議所
を思いやる気持ちは素晴らしいです。しか
ふし み
さとる
し、すべてに恵まれていたら今の気持ちは
会頭
持てたでしょうか？様々な苦労の中から思
いやりの気持ちが持てたのだと思います。この学校の環境で自分に何がで
きるか努力する中で理想の学校になってゆくと思います。

伏見 曉

＜平木＞ 小人数でも出来ること、いい所を見つけてがんばっていきたい
です。

生徒の悩みに
真剣に答えてくれる先生が必要
今の三中は、先生と生徒の信頼関係が出
来ていません。最近三者懇談があったとき
よしもと
しん の すけ
のことですが、同じくらいの成績の二人が
3年
同じ高校を受けるのに、受かる、受からな
いと先生の言うことが全然違いました。そして、たばこ、いじめ、暴力、
服装などたくさんの問題があると思います。たばこに関しては、ただ「や
めろ」の一言で終わる先生もいますし、服装なんかもひどいです。先生の
前でも直そうとしないし、先生に注意されると逆に文句を言い返します。
しかし、いじめがあった時にいじめたグループと熱心に話し合っていじめ
を無くした先生はすごく信頼されています。もし、いじめを無くしてくれ
た先生がたくさんいたら、たくさんの問題も確実に無くなっていくと思い
ます。そんな先生がいると信頼を持てるし、何でも相談できるような信頼
関係が築けると思います。そんな関係が作れる学校が僕の理想です。

三原市立第三中学校

吉本 慎之介

不登校する生徒がいない学校
私の学校には、不登校をしている生徒が
います。小学校の頃はとても明るくて普通
おか だ
とも か
でした。中学になって、最初の頃は学校に
3年
来ていたのに、急に1ヶ月に1回くらいし
か来なくなりました。その人と話す機会があったので、なぜ学校に来ない
のか聞くと、「めんどくさい」「先生とか大人は口だけだからうざい」と
いった理由でした。私たちにとって先生は、とても良い人ばかりなのに、
なぜその人は先生のことが嫌になったのでしょうか。私が不登校について
思うことは、その生徒にも問題があるかもしれないけど、先生たちもその
生徒に対して積極的に話しかけた方が良いと思いました。そうすれば不登
校になりかけの生徒を救えると思いました。最後に、先生たちにもっと生
徒の気持ちを分かってほしいと思います。

広島大学付属三原中学校

岡田 知華

三原市議会議長
あなたの優しさが本当に伝わってきまし
三原市子ども会連合会
た。不登校は、生徒自身も自分の存在感を
に の おか
のりゆき
感じない、また、先生のなにげない一言や
あいまいな対応など学校にも原因がある場 会長
合があります。こういった問題を受け止めて、魅力ある学校、登校したく
なる学校を自分達でつくっていく、また、先生たちも生徒とコミュニケー
ションをとって、生徒たちの悩みや不安を受け止めて、学校に楽しく行け
るようお互いに努力する必要があると思います。そうすれば、不登校をす
る生徒が少なくなるのではないかと思います。がんばってください。

仁ノ岡 範之

＜岡田＞ 私達もがんばってゆくので、これからも先生や地域の皆さんに
協力してもらえればありがたいです。
このジュニアサミットで、友達や親、学校にも言えない悩みを抱え
ている子ども達に、地域の大人達がアドバイスをすることができました。
大人達は、私たち一人ひとりが子ども達を支えてゆかなければならな
いという意識も持っていただけたのではないかと思います。私達青年
会議所はこれまでも、子ども達と地域が積極的に関われる青少年育成
事業を展開してまいりました。今後も、大人達（地域の先生）が子ど
も達の意見に耳を傾け、それぞれがお互いを理解しあい、学校･家庭･
地域が一体となって子どもを育む、いわゆる「地域の共育力が充実し
た社会」を目指して取り組んでまいりたいと思います。最後に、この
サミットに、ご参加、ご協力いただいたたくさんの方々に感謝申し上
げます。本当にありがとうございました。

十人十色、人それぞれ性格は違います。
三原警察署
受験を控えた生徒に対して、それぞれの性
とよ た
みつぐ
格に合わせてアドバイスした結果が、違う
署長
言葉になったのでは無いでしょうか。たば
こ・いじめはもちろんいけません。ですが、先生ばかりを責めるのではなく、
学校全体の集会などを自主的に開催して生徒自ら問題に取り組んでみるな
どをしてはどうでしょうか。世の中にも信頼の原則があります、ルールを
守ることで信頼が生まれます。そして、それぞれが歩み寄ってもらいたい
です。

豊田 貢

＜吉本＞ 生徒会、生徒、先生とも心を開いて話し合ってゆきたいです。

※このサミットの内容は12月21日（日）13：
00〜三原テレビにて
全てを放送します。是非ご覧下さい。
A
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「リサイクルで未来クル懇談会」
は、ゴミ処理問題の現状を知る
ことを目的に、不燃物処理工場
と広島県清掃事業協同組合リサ
イクルセンター及び㈱エフピコ
福山リサイクル工場の見学を行
いました。会のメンバーは「ゴ
ミの分別、資源の再利用の現場
を見て、環境に対する市民意識
の向上を図る活動が必要だと再
認識することができました。」と
今後の意欲を語っておられました。
※「リサイクルで未来クル懇談会」
とは、
「省資源、省エネルギー、
リサイクル型社会」を目指して
活動をしている市民団体です。
参加団体は、三原市女性会連合会、

三原JC10月例会

地球にやさしい三原
推進協議会、
国際ソロ
プチミスト三原、三
原パイロットクラブ、
三原ベンチャークラ
ブ、三原ライオンズクラブ、環
境ネットワーク三原、ブレニュ
ーネット21（順不同、敬称略）
及び（社）三原青年会議所です。

が多くなってきていますし、皆
様のゴミ問題に対する認識も少
しずつ変わってきているのでは
ないかと感じます。しかしながら、
きちんと処理をしていないもの
もあり、このようなゴミは再利
用することが出来ずに処分され
てしまいます。将来の子どもた
ちにより良い環境を残すことが
現世代のわれわれの使命だと考
えれば、限られた資源を有効利
用することは大切です。つまり、
私達市民一人ひとりが高い意識
を持ってゴミ問題を考え、
日々の
生活の中で実践してゆくことが
重要だと思います。

未来を創るのは
私達一人ひとりです
三原広域市町村圏事務組合
不燃物処理工場委託管理会社
㈱みどり商会
作田 佳史
代表取締役

ゴミの分別作業は、ほとんど手
作業で行っているので大変です。
昔に比べれば、ペットボトルの
中を洗ってキャップも外しラベ
ルを剥がしてくださる方の割合

10月20日（月）、協働のまちづ
くり実践委員会（渡辺 敏委員長）
は、
10月例会を開催しました。例
会では今年度行った委員会の事
業の検証をし、オンリーワンの
輝く魅力あるまちづくりに一番
大切なのは、箱物やシステムで
はなく、まちづくりに前向きに
参加する自立したひとづくりで
あると発表しました。今後、住

民と行政が交流しお互いを信頼
しあえる関係をつくることが協
働のまちづくりを行う上での第
一前提だと提案しました。青年
会議所がまちづくりを継続して
行うためには、まずメンバー自
身が、使命感と志を確立し明る
い豊かな魅力ある個人となるよ
う活動することが大切だと再認
識しました。

熟社会へ変わったこ
とを認識し、その中
で顧客が求めている
ものを把握して他社
にないものを創り上
げ差別化を図ることが重要である。
また、経営の根底部分に一番必
要なものは社会貢献という志で
あり、その志を会社全体に浸透
させ実践してゆくこ
とが大事である。」
とアドバイスしまし
た。参加者は「有意
義なセミナーだった。
自分の会社で実践し
てゆきたい。」と意
識の変化を語ってい
ました。

※広域青年協議会とは、県中央
部の青年団体が広域的な視野で、
地域の個性を生かしたまちづく
りを通して、地域経済の活性化
に寄与することを目的に1985年
に発足した団体です。その構成
団体は、本郷・久井・瀬戸田・
御調・河内・大和の各町商工会
青年部と三原ＪＣです。

広域青年協議会
「我々の活動をより活性化させ
るためには、会員一人ひとりの
経営者としての基盤をしっかり
させることが必要だ。」との考
えから「広域青年協議会」（佐
藤恵美子会長）は、去る9月18
日（木）三原市中央公民館におい
てビジネスセミナー「経営の質
を高める講座」を開催しました。
講師の（社）日本青年会議所ＪＣ
ビジネスアカデミー委員会委員
菊川美仁君は「我々は経営者と
して時代背景が拡大社会から成

広告協賛のお願い
本紙「やっさもっさ」は、（社）三原青年会議所
がまちづくり運動の一環として、本紙掲載企業の皆
様からの広告協賛と、（社）三原青年会議所の自主
財源によって発行しており、1 月から年1 1 回、三
原市・久井町・瀬戸田町及び本郷町内の約3 2 ,0 0 0
戸（平成1 5 年現在）に新聞折込しております。私
たちは来年度も本年度以上に、市民の皆様に愛され
親しまれる紙面づくりに邁進してまいります。何卒、
三原市及び近郊の各企業の方々のご協力をお願い申
し上げます。詳しくは下記の青年会議所事務局まで
お問い合わせください。
○お問合せ先
〒７２３-００５２
三原市皆実4-8 -1

三原商工会議所内

（社）三原青年会議所
TEL 0848−63−3515／FAX 0848−62−1141

2003年の「やっさもっさ」
もいよいよ最終号を迎えるこ
ととなりました。そして、2 7 年の輝かしい歴史・伝統と先輩
諸兄のたゆまぬ努力に支えられ、「やっさもっさ」3 0 0 記念号
を発行することができました。これもひとえに本紙の取材に快
くご協力いただいた皆様、広告協賛企業の皆様、モニターの皆様、
そして何よりも本紙読者の皆様のお陰と深く感謝いたしており
ます。本年度は、「広聴広報」の理念に基づき、地域住民や有
識者、行政の声なども取り入れ、「地域主権」「教育問題」「福
祉問題」「地域経済」というテーマを主に、市民の皆様と共に
考えてゆける紙面づくりに努め、議論してまいりました。また、
これからの「みはらの将来像」について、様々な活動を報告し、
共に考えていただく場が本紙「やっさもっさ」であると考えて
おります。今後とも本紙を通して（社）三原青年会議所の活動に
対し、ご理解・ご協力をいただきますと共に、時には厳しいご
意見をお寄せ頂けますようお願いいたします。ありがとうござ
いました。

「住民による
合併を考える会」
「住民による合併を
考える会」（勝村憲明
座 長 ） は 、 去 る 11月
10日（月）三原市中央公
民館にて、今年最後と
なる全体会議を開催しました。座長
の挨拶に続いて、五藤
市長より、合併に関す
る経過や、現状の課題
について説明があり、
「新しいまちの姿を住
民と一緒に考えてゆき
た い 。 」 、仁 ノ 岡 議 長
も「市長と協議を重ね
ながら同じ方向を目指
している。」と挨拶を
されました。その後、今年の活動を
検証し、最後に座長が「新市の建設
計画に、住民の声がどれだけ盛り込
めるか不安。今後は、合併について
の状況を見ながら会を開催してゆき
たい。」と締めくくりました。

編 集 後 記

2 0 0 3 年度（社）三原青年会議所
理 事 長 佐藤恵美子
広報委員長 住田
誠
委員 兼保 義秀・木田
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担当副理事長 平田
靖
副委員長
今井 督和
多泰・松浦 弘路・盛影 誠司

やっさもっさＴＶ
1 1 月放送予定 （三原CATV）
時間
7：30
8：30
9：30
19：15
21：15
23：15

日

25（火） 26（水） 27（木） 28（金）

