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【のべおか天下―薪能】

市民による 「手づくり薪能」です。

市民の皆さんにまじり、中学生や高

校生がボランティアとして会場設営

や案内に取り組んでいます。

延岡の歴史。文化を活かした新しい延岡の地域づくり・ブランドづくりを通じて、地域の情報を広く世界に発

信するとともに、地域の人々にふるさとへの愛着と誇りを醸成することを主な目的として実施しているのが、

「のべおか天下一薪能」です。

この「のべおか天下一薪能」の運営に、延岡市の多くの中学生や高校生が関わつています。

城山城址での会場づくりから当日の案内役といつた役書」を中高校生が担うことで、主な目的の一つである
“
ふ

るさとへの愛着と誇り
"の

醸成につながつています。

少子化の進展に伴い、次代を担う青少年がこれから生きる社会環境は、必ずしも楽観視できるものではありま

せんが、地域あげての一大イベントに中高校生の活用を図る延岡市の取組は、青少年を育成するひとつの取組と

して、大いに注目したいものです。

「はぐくむ」は宮崎県青少年育成県民会議の広報紙です。
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日南市で|よ、親子の絆を深めることを目的として、「家庭の日」に親子で体験活動に取り組む事業を実施して

います。

家庭の日スペシャル企画、『親子で5(ファイブ)チャレンジ』の事業紹介です。

第 1回 ～ お び 杉 deア ー
ト

1枚の獣肥杉板材から本立て作りに取り

組みました。
～本立て作りを支えるお父さん～

第 2回 ～ ノル デ ィック ウォ
ー

キ ング

猪八重渓谷でノルディックウォーキング

を楽しみました。
～親子で自然を満喫しました～

第 4回 ～コ マ 地 図 ウ ォ
ー

ク ラ リ
ー

餃肥城下町でコマ地図をたよりに親子で

ウォークラリーを楽しみました。
～郷上の歴史にふれる機会になりました～

このほか第 3回 目の活動で|よ「そば打ち体験」として年越しそば作りを楽しみ、最後のまとめの活動では体

験活動の記録写真を使つて
“
思い出のオリジナルアルバム

"を
作成しました。

日南市の体験活動は、参DElした親と子にとつて「心応、れ合う機会」になつたことでしょう。明るく健全な家庭

づくりには、5つの共感活動(共遊・共食・共話・共汗・共働)に取り組む機会をつくることが必要です。

各家庭が『毎月第 3日曜日に親子で共感活動に取り組む機会を設ける県民運動』をさらに拡げていきたいも

のです。



熙ン戦ンン
最近、高校生の登下校中の姿で気になることがあります。それは、白転車を漕ぎながらイヤホ

ンで音楽を聞いている姿が多いことです。すれ違うとシャカシャカときが聞こえてきます。中に

はアクロバットのような片手ハンドルで携帯を握りしめ、メールチェックをしている人もいま

す。その様子はまるで、外の世界を遮断して、自分の世界に閉じこもつているように、僕には見え

るのです。生身のコミュニケーションではなく、インターネットの掲示板やSNSで の血の通わ

ないコミュニケーションが主流になつてきたことと関係があるかも矢□れません。

僕は18歳で高校 2年生をやつています。不思議に思われた方もいるかも矢8れません。実は、以

前の僕はグレていました。転校と言えば聞こえが良いのですが、中学校は2つ通いました。高校

も2つ めです。1つめの中学|よ嫌気がさしてリタイアし、2つ めの中学校では、担任の先生がほ

ぼ毎日迎えに来てくださり、1つ目の高校は学校を欠席し続けて、終わりでした。そんな、決して

誇れない経歴を持つ、僕です。しかし、今の高校では無遅刻無欠席です。大学進学に向けて勉3貧し

ています。僕自身の本質は余り変わつたと|よ思つていません。しかし、以前を矢□つている人々は

みんな驚いています。

では、僕が変われたのは何故でしょうか。それは、家族との会話があつたからです。僕自身がど

んなにグレていても、どんな状態にあつたとしても、僕の家族には会話がありました。父も母も、

根気強く僕の話に耳を傾け、僕に向かつて家族の物語を語つてくれました。グレた僕が神妙に話

を聞いては「男がすたる」ので聞かない振りをしていましたが、しっかりと心に刻まれました。

「獣医師」として軍馬の担当として戦争に行つた、会つたことのない曾祖父のエピソード。その

仕事を継いで獣医師として開業した祖父のこと。さらに父は自分の仕事の話をしてくれました。

当時世間では「□齢疫」の嵐が吹き荒れていました。家畜を守るために何をしているかというこ

とを語りました。それらの話は、僕の耳から入り、僕の身体中を駆け巡り、血液を流れ、心の隅々

まで洗い流してくれました。

だからこそ、僕は更生できたのだと思います。何があつても僕は耳だけは基いでいませんでし

た。聞かない振りはしていたけれども、家族の言葉はしつかり聞いていました。見ないふりはし

ていたけれど、母の涙は見えていました。

人は進化するものです。よりよいものに向かつて変化していきます。変われない人間なんてい

ません。変わるために必要なのは自分の周囲に心を開くこと、耳をすますことが必要だと思いま

す。

蝉の声。川の流れ。山が教えてくれる、季節の変わり目。穏やかな時の流れ。手を伸ばせば届き

そうなたくさんの星。大人になつたら、何でも望むものになれる、願いは叶うと信じていた幸福

な子どもB寺代。自然豊かなこの土地に生まれた幸福を実感します。宮崎に暮らす若者たちが、ま

ず自分の周囲の物吉に耳をすまし、周囲のものに目をこらすことを始めたら、なにか新しい事が

始まるような気がします。新しい宮崎が、生まれ出てくる気がするのです。



地域等の連帯を通じて青少年の健全育成活動を推進することを目的として、青少年育成県民会議では、地域

の青少年育成団体にモデルとなる活動をお願いしています。

平成25年度は、県内の 5つ の青少年育成団体に助成し、活動に取り組んでいただきました。

これらの中から3団 体の取組を紹介します。

絵本サークル 『スマイル虹』～美郷町

絵本サークル「スマイル虹」は、美郷BJを中心に活動する読み聞かせサークルです。

主な活動は
“
読み聞かせ

"で
すが、過疎化が進む美郷町を盛り上げる諸活動にも取り組む団体です。

地域の特性を生かした「昆虫観察会」の企画実施、絵本や人との出会いの場を広げる「お話コンサー

ト」の開催、高齢者を元気づける「デイサービス事業」への参力B、さらに日向市の「特別支援学校での読

み聞かせ活動」への取組や町役場と連携した「ブックスタート事業」の支援活動など、子どもたちや地

域のための活動に精力的に取り組む団体です。

美郷の大人たちが、老若男女を問わず、少子化が進展する中で、次代を担う青少年を育む活動に取

り組んでいます。

今後も「家族がふれあう5つの共感活動(共遊・共食・共話・共汗・共働)」をテーマとした活動を通じ

て、親子のふれあいと地域の活性化に寄与することを目指します。

清武町国際交流協会 ～宮崎市

絵本大好きH ともだちヨンサート♪

外国について学びます。 修了証書をいただきました。



清武町は学園の町です。近くに大学があつて留学生もいて、国際色のある地域環境にあります。

清武町国際交流協会の活動は、平成 2年 に 日清武町がアメリカ合衆国イリノイ州ウァキガン市と

姉妹都市盟約を締結したことを契機として発足し、外国との相互理解を深めることで、地域の国際化

と青少年の育成を図り、地域活性化に努めることを活動目的としています。

主な活動内容は、地域の方々と外国の方々の交流の場や機会の提供、国際交流団体との連携、外国

人在住者や留学生との交流及び支援等です。

異文化との交流が青少年に与える影響は大きく、これからの国際化に対応できる人材を育成する

こと及び国際化の視点での地域活性化に寄与することを目的として、国々活動に取り組んでいます。

文化財継承団体 「松の木」～日之影も
‐

み

過疎化、少子高齢化が進行する日之影町にあって、子どもは『宝』であり、地域く
｀
るみで「伝統芸能の

継承活動等」を通して子どもの成長を見守つています。

松の木地区には、55世帯の174人が居住しており、そこに鎮座する山中神社を信仰し、山中神楽を奉

納しています。神楽を代々継承していく中で、稲の栽増に特化した舞が、地区内の子どもたちが取り

組む『日植え踊り』と言われており、保存会や地区の古老が指導しながら、継承活動に取り組んでいま

す。活動の成果は、山中神社大祭、ひのかげ渓谷まつり、秋の収穫祭で発表するとともに、敬老会等に

も出演し地区内の方々に喜ばれています。

また、道路清掃、カーブミラー磨き、空き缶ひろい、寺社仏闇の清掃などの奉仕活動にも取り組む活

重力を通して、心豊かな青少年を育成しています。

大事な『宝』である子どもたちを地区を挙げて育む姿が本町にはあります。

県内各界各層の皆様の御支援と御協力のもとに青少年育成運動を幅広 く、

そして、強力に推進するために、会員への入会をお願いします。

会員種類

会  費

(1) 個 人会員 (2) 団 体会員 (3) 賛 助会員１

　

２ (1)

(2)

(3)

個人会員  年 間 1, 0

団体会員  年 間 3, 0

賛助会員  年 間 10,

00円

00円

000円 (1口 )で 何口でも

電話 (0985)26-7041

FAX(0985)26-3416

L的 J公 益社団法人 宮崎県青少年育成県民会議

田植え踊り (代掻き) こんなに落 ちていました (空き缶)

(県庁福祉保健部 こ ども家庭課内)



平成25年度社会貢献表彰式(主催:内閣府)が、平成25年11月25日(月)、東京都渋谷区 国立オリンピック記念

青少年総合センター カルチャー棟大ホールで、内閣府 岡 田 広  冨」大臣をはじめ多数の関係者出席のもと

行われました。

全国から13の個人や団体が表彰される中、本県からは県立高千穂高等学校生徒会と宮崎日本大学学園宮崎

レオクラブが、内閣府特命担当大臣表彰状を授与されました。栄えある受賞、おめでとうございます。活動内容

と受賞者からの一言を紹介します。

【県立高千穂高等学校生徒会の活動内容等】

高校生主体による防犯ボランティア活動を行い、警察庁のモデル事業として全国の高校として初の指

定を受けている。地域の防犯は自分たちで守るという意識で白主的に活動を始め、見守り活動のほか、
ノト・中学校での学習指導や防犯指導も行うなど安全安心な地域づくりに貢献している。

【受賞者からの一言】

高千穂高校では、地域の小学生の登下校時の防犯を目的とした「見守り隊」活動や夏休みには、小・中学

生を対象に「勉強会」を開催しています。これらの活動は小学生を守る活動のように見えて、実は地域や

自分たちを守る活動にもつながっています。また、この活動は、先輩たちが自主的に開始した活動で、そ

れが今では伝統となり現在まで受け継がれています。自分たちで廃れるようなことがないように伝承

し、かつ進化させることに大変苦労しましたが、私たちが親やおじいちゃん、おばあちゃんになった頃ま

で残つていると嬉しいです。

【宮崎日本大学学園宮崎レオクラブの活動内容等】
高校生が、地域住民、小学生、障がい者などとともに地域に根差した様々なボランティア活動に年間を

通じて取り組んでいる。イベン トの運営等のボランティア活動は地域の活性化にもつながり、他のボラ

ンティア団体の模範となつている。

【受賞者からの一言】

同クラブが発足して25年目の年に、日頃の地道な活動を評価していただき、このような素晴らしい賞

を受賞することができたことを大変光栄に思います。長年活動している薬物乱用防止キャンペーンのボ

ランティアや募金活動をはじめ、地域に根差したボランティア活動を今後も一生懸命続けていきたいと

考えています。               々

宮崎ライオンズクラブをはじめ、私たちを常に応援し、支援してくださっている方々への感謝の気持

ちを忘れずに、少しでも地域の活性化に貢献できるよう、積極的に頑張つていきたいと思います。

去る 2月 14日(金)、宮崎オーシャンライオンズクラブ

下堂薗会長、染矢委員長が青少年育成県民会議 谷 □会

長を訪問され、「青少年育成活動に役立ててほしい」と寄

附をいただきました。

宮崎オーシャンライオンズクラブにはこれまでも毎年

寄附をいただいています。宮崎県青少年奇成県民会議で

は、青少年の白覚を高め、自立と社会参カロを促進する活動

等に取り組んでいますが、このような御厚意に報いるた

め、誡心誠意、青少年の育成に努めて参ります。

有難うございました。

写真は、宮崎オーシャンライオンズクラブ下堂薗会長より青少年育成県民会議谷□会長へ寄附金が手渡されるところです。宮
崎県青少年育成県民会議では、今後とも民間企業、各種団体との連携を3貧め、官民一体となつた青少年育成活動に務めます。


