９月 日（土）～ 日
（月）、７歳から 代ま
での幅広い年齢層の参加
者 名と 名のスタッフ
が集い、いえしま自然体
験センター体感塾を実施
しました。
晴天に恵まれた初 日
は、カヌー、カヤック、
そしてヨットでのクルー
ジングを楽しみ、夕食後
には星空の下、浜辺で兵
庫の昔話を読み聞かせま
した。
台風 号の接近に よ
り、夜明け前から次第に

風雨が強まった２日 目
は、結局、終日暴風雨と
なりました。海洋プログ
ラムは中止となったもの
の、悪天候もなんのその、
絵本の読み聞かせや、屋
外自炊棟で燻製やナンと
いったおやつを作り、ス
パゲティー、鱸（すずき）
の塩釜、鯛のホイル焼き、
フルーツゼリーといった
夕食を皆で力を合わせて
作りました。
３日目、目が覚めると
再び晴天が広がって お
り、２日目に実施できな

恒例の新春のつどいを開催します。年に一度、世代・
地域を超えた交流を深めましょう。
ご家族・ご友人をお誘いの上、ぜひご参加ください。
スタッフ一同お待ちしています。

■会

■内

との出会いを体験する事
業です。
２月には美方高原自然
の家で、雪山での体感塾
事業を計画しています。

私は洋上大学に参加し
て、たくさんの人に出会
う事によって、自分自身
の存在や、人との在り方
を学びました。また、そ
れだけでなく、様々な人
に出会うことによって、
触れ合う事の大切さを学
びました。そして今、そ
れらをもとに新しい人生
を歩んでいます。
人生は様々ですが、人
との触れ合いは、些細な
事で付き合いが途絶えた
り、長く続いたりします。
そしてたった 日間の乗
船から４年が経つという
のに未だに付き合いがあ
ったり、久しぶりにお話
が出来てよかったと思っ
たり、そう思う事の大切
さを実感している今日こ
の頃です。そしてこれが
私の縁（えにし）だと思
います。先程も述べたよ
うに、乗船してから４年
が経ち、私も少しは成長
できたと思いますが、皆
様はいかがでしょうか？
兵庫 回 宮内慶子
※次回は長谷川和久さ
ん（兵庫 回）です。

えにし

32

32

10

した。
同窓会では、本年度よ
り、新たな試みとして「体
感塾事業」を実施してい
ます。３世代にわたる幅
広い年代層を対象とし、
県下の施設を舞台として
兵庫の自然を体験し、人

■会

時：平成２６年１月１９日（日）
１３時半～１５時半（１３時～受付開始）
場：神戸酒心館（神戸市東灘区御影塚町）
（阪神石屋川駅から徒歩１０分）
費：２，０００円（海外養成塾２回生無料）
中高校生１，０００円、小学生以下無料
容：海外養成塾報告・交流ゲーム・大抽選会ほか
■日

新たな発見！～

かった地曳網を引くと、
大物はかかりませんでし
たが、カワハギ等が結構
かかり、昼食のおかずが
１品増えました。
天候に翻弄された３日
間でしたが、それはそれ
で印象的な事業となりま

新春のつどい２０１４

16

70

発行所
兵庫県青年洋上大学同窓会
〒 650-0011
神 戸 市 中 央 区 下 山 手 通 4-16-3
兵庫県民会館７階
TEL&FAX;078-891-7419
URL
;http://hyogo-yodai.net/
E-MAIL ;info@hyogo-yodai.net
発行人：大家 重明

～ひょうごの魅力
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雨にも負けず！風にも負けず！参加者の元気で晴天を取り戻す！？
25

９月

日～

日 に 実 施 された海外養成塾に

で何を思ったかを紹介します。また、併せて学

また同窓会での経験を生かして参加した養成塾

参加しました。その３名から洋大の先輩として、

は、同窓会から３名のスタッフ・サポーターが
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生副代表の福田さんからの感想も掲載します。

生との交流で使うレポー
トの事前作成、現地での
班ミーティングの場の確
保、事後研修でのプレゼ
ンなど洋大生が絆を作っ
ていける案がたくさん出
ました。本研修ではもち
ろん達成できたこと、で
きなかったこともありま
すが、事後研修の各班の
プレゼンを見ると異文化
交流での学びや班での絆
はしっかりと育ったよう
に思えました。
これからは今年の洋大
生に洋大の中できっと感
じたであろう人の絆の大
切さを洋大の仲間同士あ
るいは地域、職場で、ま
すます生かしていって欲
しいと思います。

福田愛香

洋
洋
洋大
大
大
大に
に
に
に参
参
参
参加
加
加
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し
し
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て
て
洋
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に
に
参
参
加
加
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し
て
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学生副代表

私が今回のベトナム研
修で改めて学んだことは
人と関わることの楽 し

とりが事前研修から事後
研修まで、さらに事後研
修後も沢山の方々と出会
い、そこから新たな学び
をうみだしてきました。
この絆を更に強めてい
く事で 名それぞれが自
分の世界を、自分の可能
性をより広げていけたら
いいな、と思っています。
最後になりましたが、
この研修の為にご尽力い
ただいた全ての方に心か
らの感謝を申し上げ ま
す。ありがとうございま
した。

◆振返って・・・◆
した。その仕事の中で、
金村相秀（塾１東播磨） 私が気付いたのは、スタ
私は前回は参加者とし ッフが如何に苦労してい
て、今回はサポーターと るかということです。ス
して養成塾に参加しまし タッフ会議には毎回参加
た。もちろん、今回も楽 していましたが、相手側
しい研修になりました。 との交渉、安全配慮、私
今回の研修で私の仕事 たちをどのように盛り上
といいますと、スタッフ げていくかなどを真剣に
と参加者を繋げる役割で 考えてくれていることに
気付きました。
今回の研修が大成功に
終えたのもスタッフの皆
様のお陰だと思います。
その中で私なりに頑張っ
たつもりですが、至らな
い点が多々あったと思い
ます。今回の反省点を踏
まえて、今後の活動に生
かして行きたいと思いま
す。

福祉施設での交流にて

さ、面白さです。
今回の研修では大 学
生・社会人それぞれ違っ
たバックグラウンドをも
った人々が協力し、アイ
ディアを出し合ってひと
つのものを作り上げると
いう、普段なかなかでき
ないようなことを経験す
ることができました。私
は今、学生なので社会人
の方と価値観をシェアす
るのは非常に興味深く、
新たに発見したり考えさ
せられたり、と貴重な機
会でした。参加者一人ひ

80

化をまじまじと間近で見
て感じることができまし
た。勿論スタッフ同士と
いえども例外ではありま
せん。この変化の境目が
たまらなく面白い！
人と密に関わることの
うっとうしさと心地 よ
さ。これらはそのまま地
域を、社会を作る中で活
かすことのできる知恵と
なります。
多くの同窓生が加わっ
て、また新しい人間関係
が始まります。
その変化の境目に立ち
会える幸せ。
これだから、洋大はや
められない！
◆４度目の洋大◆
井上清吉（兵 阪神）
今回はサポーターとし
て参加させていただきあ
りがとうございます。
私にとって洋大は 回
目。しかし、今までと大
きく違うことは航空機で
の移動となったこと で
す。今回、気がかりだっ
たのはそのことで参加者
が感じること、得ること
に以前と比べて大きな違
いがでてはいけないとい
うことでした。
そのため事前の会議の
段階からスタッフ・サポ
ーターの間でも現地大学
4

11

◆スタッフ参加して◆
桂木聡子（兵 神戸）
未だ参加者が決まる前
からスタッフミーティン
グ。『この旅から、新し
い未来を拓く

』このキャ
ッチコピーで来られる参
加者は、何を期待してこ
の養成塾に参加する の
か。
行く先と訪問場所は概
ね決まっていたものの、
そこで何をするのか、そ
の経験は参加者にとって
どういう意味を持つ の
か。夜中まで（会議の開
始も遅いのですが）話し
合いは続きました。
緻密に練られた事前研
修、本研修、事後研修の
流れの中で、始めはバラ
バラで小さく固まってい
た個（参加者）が、少し
ずつ広がっていき、そし
て、それらがお互いに関
渉しあい、ひっつき、形
を成し躍動を始める。人
は人によって様々に変わ
ることができ、色々な自
分を新しく発見する。一
人の思いを全員で共有し
て大きなパワーを発揮す
る。違う価値観に出会っ
て、反発しつつ、コント
ロールし協和して作り上
げていく達成感。その変
26
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同窓会で
は、これま
で個人で所
有されてい
た洋上大学
の様々な歴
史品を電子
化して保管
（アーカイ
ブ）するこ
とに致しま
した。
保管対象
の品物は、
船内で配布
された船内

ことの意義を考えたいで
す。
北川浩太郎（塾２神戸）
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
今回初めてＲＦＬのイ
ベントに参加させていた
だき、メインであるリレ
ー、ステージやルミナリ
エを通じ、がんと闘う方
の気持ち、がんで闘う方
を応援する気持ち、そし
て共に闘う気持ちなど、

新聞、個人で撮影した８
㍉フィルムやビデオ・写
真、公式の制服、公式し
おり等です。お送り頂い
た品物は、電子データを
納めたＤＶＤと共にご返
却致します。
ホームページ等で掲示
してもよいものはその旨
お知らせ下さい。使用さ
せて頂くことがあり ま
す。返却不要の場合はお
送り頂く際にその旨お知
らせ下さい。
問合せ：本部事務局 ま
で。

様々な想いを感じること
ができました。あいにく
の天気ではありまし た
が、屋台も盛況で良かっ
たです。また、同窓会幹
部の方々、先輩方と交流
させていただき、その中
で様々な話を伺うことが
できたので充実した一日
でした。ありがとうござ
いました。
山本つばさ（塾２阪神）

～大人の社会見学～

ら交流を深める事業に取
り組んでいます。
７月 日（日）には第
１弾として“夏だ！ビー
ルだ！いざ工場へ！”と
いうことでキリンビール
のキリンビアパーク神戸
を見学してきました。参
加者６名で少し少なかっ
たのですが、ビールの作
り方や日本での製造の歴
史を知り、珍しいビール
を飲ませてもらい楽しむ
ことができました。
井上清吉（兵 阪神）

短い時間でしたが、ビ
ールの作り方や、美味し
さが楽しめてとても楽し
い時間が過ごせました。
お酒が好きな私で す
が、出来立てのビールは
やっぱり違うなと思いま
した。
また、送迎バスがラガ
ービールの缶になってい
るのも面白かったです。
酒蔵巡りも次は是非参
加させていただきたいと
思います。
宮内慶子（兵 神戸）
次回は平成 年 月下
旬又は 月上旬にサント
リーの山崎蒸留所を予定
しています。

1

とって も 美 味 し かった で き た て ビ ー ル ！

阪神地区では酒蔵見学
から発展させて、今年度
は大人の社会見学と題し
て地域の産業に触れなが

７月 日、日曜日。
但馬の自然の中で生命を
再発見しよう！を基本コ
ンプセトに始めたセルカ
バシリーズの第３弾。

26

がれているおじさんの案
内で、いざ出発！
名勝の「はさかり岩」
を見物の後、洞窟を２つ
ばかり探望する２時間の
コースを存分に楽しむ。
空は晴れ、海は青々と澄
み渡り、渚には海水浴を
楽しむ若者達が群れ 集
い、沖にはカモメがぷか
ぷかと漂い久方ぶりの命
の洗濯となった。
山陰の海は遠いかも知
れないが、ぜひ洋大のフ
ィールドとしてもっと活
用してほしいものと切実
に願った一日であった。
村上隆司（兵 但馬）

2

阪神

山陰海岸ジオカヌーに挑戦！

26

世界ジオパーク山陰海
岸の、地元の人でも訪れ
るのは稀だという秘境を
カヤックで探検するツア
ーを自信満々で企画した
のだが、今回も最小催行
人数をからくも上回る５
名しか集まらず。しかし、
考えようによれば５名も
よくぞ集まったというべ
きか？
梅雨明けの切浜海水浴
場を、インストラクター
のお兄さんから師匠と仰

32

25

但馬

28

雨 天 を つ い て 、Ｒ Ｆ Ｌ 芦 屋 開 催 さ れ る

19

神戸・阪神
できるか心配されました
が、夜にかけて参加者達
も増え、多いに盛り上が
りました。
今年度は海外養成塾が
開催される年でもあり、
今年参加の学生も関わっ
て頂くことができま し
た。初めての活動でした
が、彼らの率直な感想文
を頂いていますのでご紹
介したいと思います。
今後の彼らの活躍にも
期待したいと思います。
皿池有可（近 神戸）
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
今回ＲＦＬに初めて参
加して、単に支援金を募
るだけでなく、がん患者
とその家族の方が抱えて
いる問題について参加者
みんなで共有し合い、助
け合い、勇気を持って闘
うという姿勢にとても共
感しました。特に、キャ
ンドルランを行うランナ
ーに食事の提供をした時
には「がんと一緒に闘っ
ている」という一体感を
感じました。今回は屋台
での活動が主でしたが、
次回は講演やサバイバー
の方のお話を伺い、より
正面からがんと向き合う

14

25

各地域からの報告

９月７日（土）から８
日（日）にかけて芦屋市
の川西運動場でリレーフ
ォーライフ（ＲＦＬ）が
開催されました。私たち
同窓会では神戸地区・阪
神地区を中心に約 名の
ボランティアでランナー
等参加者に対して、チュ
ロス、わらびもち等のス
イーツの提供とスマート
ボールを中心とした昔遊
びコーナを開設しま し
た。
当日は朝から雨模 様
で、ランナーたち参加者
の出足も遅く、無事終了

県下各地で行事続々
県下各地で行事続々

平成25年12月1日
こころ
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◆日時：２月 日（火）
◆場所：ハチ高原も若し
くは琵琶湖バレー
◆会費：４千円程度（交
通費、レンタルは別）
◆内容：午前：スキー、
スノーボードのレッスン
会午後：スキー場の地形
を利用したクイズ形式の
ゲーム
◆締め切り：１月 日
◆問い合わせ先：神戸地
区 皿池・大西

加古川ツーデーマーチ
尾張名古屋に城がある に比べ参加者は若くエネ
ならうちの地区（東播磨） ルギッシュで女性の参加
には花がある。誤解を恐 率も高く、華やかさがあ
れずに言うなら僕たち東 る の を 自 負 し て き ま し
播磨地区の事業は他地区 た。しかし今回の加古川
ツーデーマーチ（出店）、
参加者を募ってみて愕然
としました。人数は 名
弱いましたが、ほぼおっ
さんしかいなかったので
す。これでは某同窓会本
部と同じではないか！そ
う、僕達東播磨地区にも
ヒタヒタと高齢化の影が

東日本大震災で被害を
受けた人たちが暮らす
仮設住宅を廻って『麻
雀』を教える活動があ
る。私が扱う麻雀牌は、
亀の子タワシサイズの
特大牌。２人１組で相
談しながら進める の
で、お年寄りでも、初
めてでも楽しめるのが
魅力だ。
今、仮設では『引き
こもり』が問題になっ
ている。住み慣れた土
地、助け合って暮らし

が、この苦しみと思い出
を共有した時こそ回生の
垣根を越えホントの仲間
になった瞬間だと思うの
です。まだ一度もない方
は是非一度は同窓会活動
に参加して欲しいです。
最後になりましたが、
宴席上うちの地区代表が
こうブチ上げました。「来
年は２ブース借りてメイ
ド喫茶をやる！」と。来
年度東播磨地区は華を取
り戻しに行きます。倍返
しだっ！
山本能嗣（青２東播磨）

ニケーション麻雀協会
は、心のケアプロジェ
クトとして、協力金を
募り、そのお金で自治
会や社会福祉協議会に
麻雀牌を贈る。また、
講習会を実施し、指導
者ボランティア養成の
人材育成活動を行って
いる。人は「誰かに何
かをしてもらう事だけ
が幸せなのではなく」
もうひとつの幸せ「人
を笑顔にしたい、人の
役に立ちたい」という
気持ちを持っている。
活動のおもてなし と
は、『あたたかい心を
表現する場を創る こ
と』だと思う。

忍び寄っていたのです。
地区役員会で危機感を持
った僕達は外部からの参
加協力も仰ぎましたが、
何より大きかったのは今
年の養成塾生に参加して
いただけた事です。
当日は生憎の雨の中で
準備、販売、撤収と大変
でしたが、その苦しみを
一緒に乗り越える事でそ
の後の宴会は楽しいもの
になりました。近畿洋大、
兵庫洋大、養成塾、研修
時の思い出話を各自披露
し大いに笑ったわけです
てきた近所の人々と離
れ、新しい人と関係を
築くことが難しい人も
いる。家に閉じこもっ
て１日誰と話すことも
なく、誰に会う事もな
く、誰に必要とされる
こともなく、暮らして
いると生活意欲も、生
きて行く意欲も削がれ
ていく。仮設であろう
が、今暮らす地域を結
ばなければ、人と人が
つながらなければ孤独
死・孤立死につながる。
だからこそ地域は本気
だ。自治会を立ち上げ、
復興支援員と繋がりづ
くりに奮闘する。
私が所属するコミュ

http://hyogo-yodai.net/

編集後記
２年振りに、養成塾が
実施され、新たに 名の
仲間が増えました。各地
区からの便りを見ると、
既に色々な事業に参加し
ているようです。この
粒の麦と共に、再び２年
後に新洋大生を出迎えた
いものです。
養成塾が訪れたベトナ
ム。ホイアンには、かっ
て日本人町もあったと言
われ、歴史的な繋がりも
あります。これまで何度
か訪れたことがあります
が、中国やフランスの影
響が残り、他の東南アジ
アの国々とは少し異なっ
た、興味深い国でした。
山下剛史
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東播磨
20

雪遊びを楽しもう
猛暑な夏もあっという
まに過ぎ去り、またまた
寒い冬がめぐってきまし
た。神戸地区ではなんと、
今年はスキー、スノボー、
雪遊びをコラボしたイベ
ントを企画しています。
雪が好きな方も雪遊びの
経験のない方もたくさん
の参加をお待ちしていま
す。
10

松 尾 弥 生 （ コ ミュニ ケ ー ション 麻 雀 協 会 ）
た。帰り際に紙に包ん
で差し出されたものは
２つきりしかない湯呑
の１つだった。「どう
しても」と譲らない。
ありがたく頂戴するこ
とにした。
人は人を想う気持ち
を持っているし、相手
に何かをしてあげたい
と思う気持ちを持って
いる。『おもてなし』
とはそういうものだと
私は思う。
私の活動のひとつに

同窓会のホームページでは、事業の案内・報告な
ど最新の情報を随時更新しています。
ぜひ一度、上記ＵＲＬへアクセスし、ホームページ
をのぞいてみてください。
また、ホームページへ掲載して欲しい情報も募集
中です。info@hyogo-yodai.netまでご連絡ください。
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11

東日本大震災からも し』ブーム。意味だけ
うすぐ丸３年。関西で 見てもピンとこない？
は次第にニュースにな
私が洋大で白鶴 村
ることも減ってきまし （注 浙江省杭州市近
たが、現地はまだまだ 辺）に伺った際、夫婦
復興の途上です。同窓 が暮らす決してお世辞
会員の中にも様々な形 にも裕福とは言えない
で復興に関わっている 家 で お 茶 を い た だ い
人達がいます。今回は、 た。湯呑は、所どころ
被災地で心のケアの活 欠けてひび割れていた
動を行っている松尾弥 が大切に使ってきたも
生さん（兵 東播磨） ので、それに注がれた
を紹介します。
お茶は清涼感溢れ実に
美味しかった。私はそ
の湯呑を素敵だと褒め
日本では『おもてな
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