
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、市民スタッフ「チームはつかいち」が昨年８月

からミーティングを重ねて企画、チームはつかいちが探し

てきた「はつかいちの“イイもの”」を紹介し合い、次のス

テップにつながるきっかけとなる交流会となりました。 

 

初の試みとなった「カフェコーナー」を会場の中心とし

て、午前・午後に分かれて全部で８団体がブース出展

し、日頃の取組への思いや、体験を含めて活動の様子

などを紹介しました。どのブースも、訪れた方々が出展

団体に、熱心に耳を傾けている様子でした。 

そして、ランチタイムでは３団体の活動紹介やお話よ

み聞かせの実演も。 

 

全体ＭＣは、市民スタッフの藤田さんが、元気いっぱ

いに務めました！ 

 

まちづくり交流会ⅰｎ はつかいち 
平成２６年１月２６日（日） １０時から、廿日市市市民活動センターで開催しました。 

「廿日市の“いいね”を知り、つながり合う」をテーマに、初めて市民スタッフで企画・運営した今回の交流会、 

参加人数は、過去最高の１２７人。 

ＩＩＨＯＥ 〔人と組織と地球のための国際研究所〕 

代表者 川北秀人 さん による 

「日本一浅くて広～い相談所」 
 

 

  

なんと贅沢な！ 

 

こりゃ うまいわ 

vol.4 

食べて「知る」  「知られざる逸品」まるごとシェアでは、 

市内菓子店などのスイーツ･パン・ジャムを大試食大会！ 

 
普段のお買い物だけではなかなか感じることのできない「知

られざる」部分にスポットライトをあて、「見た目」や「味」だけでな

く、その秘められたストーリーも含めてみんなで「まるごとシェ

ア」しよう！と、廿日市市内の菓子店などにご協力いただき、ス

イーツ、パン、ジャムをみんなで試食しました。 

【ご協力いただいた店舗】 ～ご協力ありがとうございました～ 

Elephant Sweets・清流厨房せせらぎぶんこう 

KONDITOREI FELDERCHEF・笑顔のとびら tete 

ハングマーサン・和洋菓子ながお・おひさまパン工房 

一日限りでしたが、大人気の相談所に！ 

川北さん、ありがとうございます！ 

写真はコレ！ 



 

 

 

 

 

見て「知る」･聞いて「知る」・話して「知り合う」  企業･大学・活動団体が、ブースで活動を紹介し、参加者と交流！ 

交流会は、ブース出展団体からの自己紹介でスタート。日ごろの活動や事業への思いなどが多く聞かれました。 
その後の交流タイムは、各団体がブースで、展示や活動の映像、実験など、思い思いの方法で、訪れた人たちに活動
を PR しました。 

オリオンテック株式会社 
 島田さん 

【自己紹介】 野菜を乾燥 
してパウダーにする技術 
を持っています。栄養素 

も損なわれないので、地元の余剰野菜などを 
利用して、乾燥食品の非常食としての活用を 
研究しています。 
循環型備蓄をめざして、地域の農・商・工の 
接着剤になりたいと思っています。 

【交流】   試食してみたかった～ 
   味がしっかり残っているので、スムージ 
  ーにして売ったらいいと思います!! 
   乾燥にかかる値段は、いくらぐらい？ 
→ 10kgで 3000円、100kgなら 26000 
円で請け負います 

吉和の川見守り隊 
 藤野さん、西村さん 

【自己紹介】 吉和の豊か 
な自然をいつまでも後世 
に残したい、という思いを 

胸に、仲良く、楽しみながら、気長に続けてい 
くことを大切に活動しています。みなさんが 
飲まれている飲み水はほとんど小瀬川の水。 
今日は、そこで何が起きているかを訴えたい 
と思い、駆けつけました！ 

【交流】   節水のコツをもっと知りたかった! 
    やまめとあまごの違いを教えていただきま 

した！やまめ＝瀬戸内海側 あまご＝日本海側 

    私たちの暮らしが、こんなにも水をよごし 
ているのかと、改めて知りました。 

    上流と下流の人たち、子どもたちを 
中心に、交流しましょう！ 

山陽女子短期大学 
 石永さん、重田さん 

【自己紹介】 食物栄養学 
科もあり、地域の農産物 
を使ったスイ―ツの開発 

や販売をとおして、学生は教室の内外で学 
んでいます。最近では、吉和産ルバーブを 
使ったメニュー開発にも取り組んでおり、 
地域や行政機関のみなさんと連携し、「若い 
女性の力」を活用してまちづくりに貢献でき 
ればと考えています。 

【交流】   （先生方ではなく）女子学生さん 
から直接説明を聞きたかったです（笑）。 
ホウレンソウや大根など、野菜のジャム 
がユニークで意外でした。 

        女子力を感じる商品ですね。 

 

 

佐伯農業者クラブ 
 兼本さん、三田さん 

【自己紹介】 農業を生業と 
している若手農業者の集 
まりです。今日は野菜を 

持ってきました。耕作放棄地を使って、友和小 
学校の小学生と交流しながらまちをきれいに 
しようと「花いっぱい運動」の活動もしています。 

【交流】   楽しそうに活動されていますね～ 
展示の野菜のほかにはどんな種類の野 
菜がありますか？ 

→ やまいも、里芋、なす、オクラ…、苗や 
花木を作っているメンバーもいます。 
地元で働き、地元の自然を守っていか 
ないといけないという任務を感じなが 
ら、活動しています。 



さらに話して、もっと深く「知リ合う」 出展者、参加者、スタッフ全員で、今日の交流をふりかえりメッセージを交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流会の最後は、会場にいる全員で、今日の交流会をふりかえり、発表や展示から「感じた」こと、もうちょっと「知りた
い」ことを、出し合いました。まわりにすわった人たちに伝え合い、全員の前で発表するという形で、交流タイムで十分や
りとりできなかったことを補い、もっと深く「知り合う」時間になりました。   コーディネート by 川北秀人さん 

 

広島西部ロハスの会 
 永本さん、川本さん 

【自己紹介】 自然の環境学 
習を中心に、自分や家族 
や周りにいる人たちの心 

と体が健康で暮らしやすいということをテーマ 
に活動しています。今日は「漁民の森づくり」 
をテーマに、植林や伐採体験をしていただ 
ける活動について説明します。 

【交流】   参加者は増えていますか？ 
    → 続けて８回参加された人もおられます。 

中には将来環境教育の学者になりたいと、 
東北大学の大学院へ進んだ学生もいます。 
一緒に活動している団体はいますか？ 

→ 交流会の参加団体は、森・川・海とつな 
がりが深く、同じように行動をとれるともっと 

効果が上がると思います。 

みやじま未来ミーティング 
 馬場田さん 

【自己紹介】 実験や自然 
体験学習をしながら、子ど 
もたちと自然を楽しもう、 

これらを守っていこうというきっかけづくりをして 
います。今日は、二枚貝の水質浄化実験と、 
海の中で青く光る「海ほたる」の発光実験を 
やります。遊びに来てください！ 

【交流】   大人向けにも活動していますか？ 
    → 「親子で」をキーワードに、一緒に楽しん 

でもらうという視点でいますので、大人向け 
にはありません。 

      カキの浄化実験で、水がきれいになる 
様子はわかりましたが、カキへの影響は？ 

    → 米のとぎ汁は、カキのエサとなるので、 
                        心配ありません。 

藤崎屋 
 藤崎さん 

【自己紹介】 ふだんは、 
漬物とジャムを作って 
います。土づくり、苗づ 

くりからこだわって育てたキュウリを中国醸造 
の酒粕で漬けた「清盛漬」をお土産物として 
販売することで、地域の活性化に貢献できる 
会社になることをめざしています。 

【交流】   漬物やジャムを作る行程を手書 
きのイラストで展示してあり、わかりやすい! 
商品は、どこで売っていますか？ 

→ 宮島の旅館や、中国醸造のお店で 
売っています。 
これから作ってみたい漬物は？ 

→ しょうゆ漬けやピクルスなどですね。 

AM Farm 
 天野さん 

【自己紹介】 吉和産のル 
バーブ、浅原産のクリ、 
はつかいちごなど、無農 

薬・減農薬で栽培された、主に地元の果物 
などで、ジャムを作っています。「廿日市発 
の良品を全国に届けたい」という思いで、 
日々取り組んでいます。 

【交流】   遠方の人への宣伝方法は? 
     → Facebookを始めたり、いろんな場に出か 

けて試食販売をしたりしています。 
どんな人がジャムを買いに来られますか？ 
→ 知人や、フラリと立ち寄ってくださる方 
たちです。ファンになったりリピートして 
いただいたりした時、ちょっぴり幸せを 

感じます。 

 

 



☆ どのプログラムがよかったですか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者・出展者アンケートから・・・ 

☆ 参加してみてどんなところがよかったと思いますか？ 

 

 

・ お店の人との距離が近く気軽に話ができた 

・ 気軽に誰とでも交流が持てやすかった 

・ 普段知り合えない人たちと交流できた 

・ 知らないはつかいちがいっぱいあることに気づいた 

 

 

・ とてもフレンドリーな会でよかった 

・ いろいろな人が話をしに来られて皆さんの声が直接 

聞けた 

・ 全員が目的を持って参加していたように感じた 

・ 出展者同士でのつながりが広がったと思う 

見て「知る」･聞いて「知る」 

 ランチタイムも、活動団体が特設ステージで活動を紹介！ 

B＆C ﾀｯﾁ･ｽﾃｰｼｮﾝ廿日市おひさま 
橋本さん 

おはなしよみきかせ隊 ママレンジャー 
中村さん、三浦さん、羽村さん 
西下（加奈恵）さん、 
西下（陽香）さん 

算数を使った「もの当てゲ 
ーム」ママレンジャーオリジ 
ナル版「はなさかじいさん」の劇を 
を披露します。 

まちづくりカフェ 

ランチタイム 

参加者 

出展者 

・ 自分の知らない地域の課題
を知ることができた 
・ 双方向なので、話を聞きや
すかった 

・ 廿日市の知らなかっ
たお店の商品が食べら
れてよかった 
・ 目新しい企画でおも
しろかった 

・ 気軽に誰でも交流を 
もちやすい 

まちづくりカフェ 

・ 体験したことをシェ
アする場があって、よ
かった 
・ ゆったりと過ごせた 

ランチ deプレゼン 

 

 

姉妹都市マスタートンとの交流や 
留学生対象の平和ツアーなど、 

ボランティアが中心となって 
国際交流を推進しています。 

来年度で設立２０周年。 
地域に住む外国人との橋渡し役にもなれるよう、

がんばります。会員募集中です。 

「子育てに頑張るママたちが楽に 
なれば…」という思いで、ベビー 
マッサージなど、子育てに関する 
講座を開いています。活動資金集め 
が課題で、寄付受付中です。 
 

廿日市市国際交流協会 
松本さん、山元さん 

ブース出展 

知られざる逸品 
まるごとシェア 

飲食して「知る」 ・話して「知り合う」 

カフェコーナーでは、お茶をしながら思いを語り合う！ 

ランチは、福祉サロンで出されるカレーを味わう！ 

 

ランチは NPO法人ふくし文化塾はつかいちの 
愛情たっぷりカレーに、藤崎屋の清盛漬を添えて 

挽き立てコーヒーとくさのみ作業所の 
クッキーを提供  
お茶を片手に皆さん話がはずみます！ 

ランチタイム始まりまーす！ 

順番に並んでくださいね～ 

つながりの芽生え… 
うれしい声が 

届いています！ 

おひさまパン工房さんから、佐伯農業者クラブさんへ 

 「小麦をつくっている農業者さんはいますか？」とアプロー

チがあったそうです。 

参加者から、おはなしよみきかせ隊ママレンジャーさんへ 

 事務局に「連絡先をおしえてもらえませんか？」と問合せあ

り！ 

参加者から、笑顔のとびら teteさんへ 

 「交流会で試食して、おいしかったので買いにきました」と

いうお客さんがこられたそうです！ 


