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case 伝統芸能

地域に根差す伝統芸能、
この佐伯で育ったからには続けていきたい

いけだ・みのり

池田

みのりさん
（友田）
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友和小学校、佐伯中学校を卒業。
小学校6年生から栗栖子ども神楽団
に所属。
「楽」の締太鼓を担当。
日々技に磨きをかけている。

舞に合わせ、桴をふるう池田さん。
演目中は、休まることなく神経と
体力を使っています。

トンッと響く太鼓の音。栗栖神
がく
しめ だい こ
楽団で「楽」の締太
鼓を担当する
まい
池田みのりさん。
舞に合わせ真剣
ばち
な表情で桴をふるいます。
「神楽に楽譜は存在しません。
耳に染みついた音でたたいていま
す」と池田さん。小学校 年生の
時から子ども神楽団に所属し、そ
の時から締太鼓を担当しています。
「楽は神楽の盛り上げ役。私はそ
の中の締太鼓に惹かれ、自分も
やってみたいという思いが強くな
りました」と話します。「父が神
楽が好きで、子どものときから、
佐伯の神楽は身近にありました。
その影響は家族にもあり、兄も同
じ神楽団に所属しています」。
「近年は先輩方の努力で神楽の
認知度も上がってきています。お
祭りなどのイベントでは、皆さん

神楽の始まる時間になると楽しみ
に来てくださる。そういったこと
も続けていく原動力になっていま
す。地域に根差す伝統芸能を受け
継いでいく責任ももちろんありま
すが、この佐伯で育ったからには
続けていきたいですね」と笑顔が
こぼれます。
今後の目標を池田さんは「身近
に素晴らしい奏者の先輩がいます。
その技を吸収して大会の舞台に出
場することです」と力強く話しま
す。「私の思う大人は礼儀をもっ
た人です」そういった大人に近づ
けるよう努力したいと語ります。
池田さんは現在歯科衛生士を目
指し、市外の専門学校に通う日々
を過ごしています。今後は神楽を
続けることができる地元で就職を
したいと夢を語ってくれました。

case 職務

「やさしくて強い」
、理想の警察官像は
この仕事に就いたときから変わっていません

たなか・なおや

田中

直哉さん

（広島市安佐北区出身）
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広島市亀山小学校、亀山中学校を
卒業。高校卒業後、警察官職を拝
命。廿日市警察署大野交番に配属。

勤務は朝８時３
０分から次の日の８
時３
０分まで。事故や火災などが起
こればその対応にも追われます。
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「小学生のときから、通学中に
みる警察官の姿に憧れていました」
と話すのは田中直哉さん。制服に
身を包み、日々地域の安全を見守
る警察官として、現在大野交番に
勤務しています。田中さんは高校
卒業後、警察学校へ入学。 カ月
間の教育と訓練を経て廿日市警察
署に配属されました。
「相談に訪れる方や事故に遭わ
れた方の気持ちを考えることを大
切にしています」と田中さん。そ
のために、笑顔の対応を心掛けて
いるという。
パトロールなどの職務にあたる
場合には、地域の人となるべくコ
ミュニケーションをとるようにし
ているそう。「警察官というのは、
地域の方から一つ一つの行動が常
に見られています。どんな時でも

そのことを意識して行動していま
す。また、地域の人と近い存在で
もありたいです」と話します。
「仕事で迷うことや悩むことも
あります。そんな時は、職場の先
輩や同じ時に警察官となった同期
に相談することができ、そのこと
が支えにもなっています」。
高校時代には、進路を警察官に
決め試験のための勉強をしてきた
田中さん。「野球をしていたので
体力には自信がありましたが、予
備校に通わせてくれた両親に一番
感謝をしたいです」と話します。
「警察官として毎日が勉強です。
先輩方の仕事から学べることは大
きいです。『やさしくて強い』、理
想の警察官像は警察官になったと
きから変わっていません」と笑顔
で話してくれました。

この子の笑顔に替えられるものは
何一つとしてないのだと日々感じています
廿中今
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けない」
、子どもが生まれる以前に
佐伯で育ち、現在は野坂に住む
はなかった責任感が芽生えてきた
前田明子さん。
歳になる息子、
そ
ら
という。
澄 空 くんの育児に奮闘中。「歩い
実際の子育てでは、現在同居を
たり、しゃべったりと子どもので
する義母の支えが大きい。
「子ども
きることが少しずつ増えていくの
まえだ・あきこ
を育て、この年になってから子育
が楽しみなんです」と笑顔で話し
前田 明子さん
（野坂）
てを経験してきた母たちの苦労や
ます。
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凄さが分かってきました」と笑顔
「もちろん育児をする中で大変
友和小学校、佐伯中学校を卒業。
で話します。
なこともたくさんあります。しゃ
現在は1児の母として子育てに奮闘。
前田さんのお腹のなかには新し 現在第2子を妊娠中。写真は、息子
べることができると、きちんと感
の澄空くん（2歳）と。
い命が宿り、現在 カ月を迎える。
情表現をしてくれる。その分、嫌
「実は次は女の子の予定なんです」
なことは嫌とはっきり反抗をする
と目を細めます。
ようになります。それが子どもの
「子育てをしていると我慢しなけ
自己表現なんだと分かっていても、
ればいけないことはたくさんあり
落ち込むことやつらいときはあり
ます。ただ、この子の笑顔に替え
ます」と話します。
られるものは、何一つとしてない
それでもいとおしくさせてくれ
のだと日々感じています」と澄空
るのは、澄空くんの不意に話す
公園で澄空くんと遊ぶ前田さん。
くんにほほ笑みながら話してくれ 日ごとに活動的になっていく子ど
「ママ大好き」の言葉なんだそう。
もについていくのは大変だという。
ました。
「この子を守っていかないとい

case 学業

ここでしかできないことをもっと経験し
実践力のある看護師を目指したい
高齢化や災害時の派遣など多く
の分野で活躍が期待される職業、
看護師。看護師を目指し、日本赤
十字広島看護大学（阿品台東）で
学ぶのが、野村聖也さん。現在
年生で、病院での実習や看護の勉
強に日々励んでいます。
「高校のときに祖母が入院し、
家事を家族で分担しました。私は
料理を担当。作った料理が家族に
褒められた時、人に喜ばれる仕事
をしてみたいという気持ちになっ
たのがきっかけでした」と看護の
道を選んだ理由を話します。その
後、テレビで赤十字社のコマー
シャルなどを見て、この大学を選
んだとのこと。
「看護師というと女性が多い職
業というイメージです。確かに男
子学生は少ないですが、男子学生

同士でいろいろな学年との結びつ
きが強いです。また、ここで学ぶ
人は看護師という一つの目標に向
かっているため、一体感がありま
す。ボランティアや部活動も行っ
ていて、充実した毎日を過ごせて
います」と笑顔で話します。
野村さんは 型糖尿病の子どもた
ちを支援するボランティア活動や
フットサルサークルなど、勉学だけ
でなく、幅広く活動しています。ま
た、昨年 月に開催された大学祭で
は、実行委員として、広報活動を中
心に活躍し、一昨年よりも多くの人
を集めることができたとのこと。
「看護の勉強はもちろんですが、
この大学でしかできないことを
もっと経験して実践力のある看護
師を目指したいです」と話してく
れました。

のむら・せいや

野村

聖也さん

（平良）
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平良小学校、七尾中学校を卒業。
日本赤十字広島看護大学看護学部
で看護師を目指し勉強中。

実習用の人形を相手に、心臓の音
を聞いたり、脈拍をとったりする
野村さん。

広報はつかいち平成27年1月1日号

6

