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新春のつどい2016
～兵庫こころのふるさと～
1月24日県民会館で開催
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。
■日時：平成28年１月24日（日）13時半～16時（13時～受付開始）
■会場：兵庫県民会館11階パルテホール
■会費：2,000円
中高校生1,000円、
小学生以下無料、
第３回海外養成塾生無料
■内容：洋大展・大抽選会ほか
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平成 年の兵庫県青年
洋上大学から早９年が経
ちました。本年は海外養
成塾となり、早３度目の
事業が修了した年でもあ
りますが、船上時代から
の私たちの繋がりは現在
でも非常に濃く、私生活
の一部として大変充実し
ております。
近年は自身の職場転勤
等もありましたが、新天
地でも他の洋大生の転勤
者同士充実しており、リ
レーフォーライフ横浜都
築や横浜マラソンボラン
ティアなどに共に参 加
し、更なる深い交流や新
たな仲間もできました。
また、日本全国に洋大
の素晴らしさをアピール
でき、兵庫県に住みたい
と言っていただける仲間
が増えたことも大変感謝
の気持ちが溢れる次第で
す。洋大に参加してから
の視野の広がりは素晴ら
しく、今後も末永く続け
ていきたいと思います。
山田篤志（兵 阪神）
※次回は澤田春花さ ん
（塾１西播磨）です。
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○スタッフとして参加○
桂木聡子（兵 神戸）
スタッフで参加す る
と、自分の興味に没頭す
ることは叶わず、色々な
諸事に追われることにな
りますが、その分、別の
楽しみがあります。
机上で重ねられた企画
が四次元に起こされてく
る時のワクワクドキドキ
感。多くの人が動く躍動
感。その中で人ごとであ
った参加者の表情が、活
き活きとした自分ごとの
現実感に変わっていく様
を見ることは、本当に嬉
しく楽しい事です。
今回の本研修で面白い
と思ったのは、香港に入
ってから食事の時、美味
しい食事が目の前にある
のに、
皆がＳＮＳに熱中。
不思議に思って聞くと、
海南師範大学の学生とず
っとネットでつながって
いるそうです。
交流が継続することは
とても嬉しいこと。これ

から先はイベントとして
ではなく、しっかりと地
に足の付いた交流が続い
ていくことを願います。
○スタッフとして参加○
井上清吉（兵 阪神）
洋大も養成塾といった
スタイルになってから３
回目。船での濃密な体験
といった洋大の醍醐味が
持てなくなるので、この

に実施する活動報告プレ
ゼンは本研修中の意識づ
け、役割分担、班をまと
めるといった上で効果が
あったと思います。
もちろん事業としては
まだまだ事後活動への意
義づけといった点で改善
の余地はありますが、今
年の養成塾生には洋大で
の活動から、一歩事後活
動へ踏み込んで行ってほ

○リーダーとして参加○
橋本恵（兵 東播磨）
数年ぶりに同窓会活動
に復活して約４年、養成
塾リーダーとして
（チャンス）をい
ただき、 年ぶりの洋大
に
（チャレンジ）の気持ち

しいと思います。ぜひ一
緒に活動しましょう！

同窓会から３名
スタッフ・リーダー
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形式での実施には当初は
かなり不安がありま し
た。
しかし、回を重ねるに
つれてこの形式でできる
こと、できないこと、ま
たより改善の余地のある
ことなど様々に見えてき
ました。
特に私は前回、今回と
２度関わらせていただく
ことで事後研修で班ごと

で参加し、大変若いリー
ダーと 名の塾生と共に
養成塾を経験しました。
海南師範大学生の勤勉
さと日本語に触れたい話
したいと言う純粋な気持
ち。県人会の方や企業訪
問で感じたグローバル社
会で残っていくことの難
しさなど大変貴重な経験
をしました。
養成塾を通じて学んだ
ことは、自国の文化を知
ることの大切さ、固定観
念の払拭、視野を広め意
見を出し合い交流し仲間
と共に築き上げることを
塾生は気づき、発見した
ことと思います。
今回の養成塾で得たこ
と、経験したこと、感じ
たこと、その想いを途絶
えさせないよう胸にとど
め、どんな事にも挑戦し
続けてほしいと思い ま
す。
また、養成塾、洋大の
素晴らしさを広めていけ
たらと思います。
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人と関わることによって
自分の良い経験になりま
した。

向井所孝彰（３班）
たくさんの出会いに感
謝。楽しい研修になりま
した。これからもこのつ
ながりを広げ、つなげて
いきたいです。

森田朱美（４班）
海南島・香港の人たち
と出会い、「中国人」と
して接するのではなく、
「その人」として接する
大切さを感じました。老
朋友（＝旧友）を作るの
に、国境は関係ありませ
ん。彼らとは今でも連絡
を取り合い、また会える
日を楽しみにしてい ま
す。
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良い研修のために

本研修に関して、８月
・２日に兵庫県自治研
修所で事前研修が、 月
・ 日にＯＡＡはりま
ハイツで事後研修が行わ
れました。
事前研修では兵庫県子
ども会連合会の浅見真一
事務局長が講師となって
ワークショップを行い、
塾生は研修で何を学ぶの
かを明確にし、お互いの
の交流を深めました。
事後研修では、各班が
研修で得たものをプレゼ
ンテーション。各班とも
準備に時間をかけている
ことが伝わる内容で、県
民会館で遅くまで準備し
ていた班もありました。
その後、研修で学んだ
ことを今後どのように生
かしていくか、事前研修
に引き続き兵庫県子ども
会連合会の浅見真一事務
局長を講師にワークショ
ップが行われました。
最後に同窓会から、な
ぜ事後活動をするのか、
どのような事業をしてい
るのか紹介しました。塾
生の今後の事業参加に期
待しましょう。
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参
参加
加者
者の
の声
声
上田貴昭（代表）
この研修を通じ、異国
の文化、人との交流を体
で感じ体験できたこ と
で、団体行動の難しさ、
団体行動でしか味わえな
いこと、人との交流の大
事さなど今まで視野が狭
かったと実感させられ、
考え方をがらっと変えら
れた研修でした。
栗畑勇佑（副代表）
養成塾に参加して み
て、基本的に楽しく、す
ごく充実した日々を過ご
せました。研修を通じて
自分の良い所や、悪い所
も再確認できたので、こ
れからの人生に役立てた
いです。
福田記世（１班）
見聞を広めることで、
第三者の視点で物事を見
ることができ、今後の日
中交流や出会った仲間を
大切にしたいです。
大浦星華（２班）
自分で海外旅行に行く
のと違い、現地の大学生
との交流や、たくさんの

1
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初めての山登り【神戸】

19

ノルディックウォーキング

てから、余り体力に自信
が無く、どうなることか
と心配しましたが、やれ
ば出来る！という新たな
発見となりました。
最後は雨で滑りました
が、スティックと仲間の
お陰で無事に帰路に着く
事が出来ました。
中川たみ子
（兵 神戸）

36

関東レポート
２０１５川崎国際多摩川マラソン
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今年度洋大生も参加
最初の給水ポイントと
あって大変忙しい場所で
したが、ランナーの方か
ら感謝の言葉をかけて頂
き、人の温かさに触れる
事が出来ました。また完
走を目指して走る大勢の
ランナーの方に勇気をも
らい、声援を送り、ボラ
ンティア終了後の達成感
と充実感を感じました。
橋本恵（兵 東播）
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
今回、神戸マラソンの
ボランティアをして、今

27

神戸マラソンボランティア
「感謝と友情」をテー
マに第５回神戸マラソン
が 月 日開催されまし
た。同窓会員や関係者が

ボランティアスタッフと
して 月 日～ 日の３
日間で約１００名が参加
しました。
前々日は国際展示場で
抽選会賞品の受け渡し、
前日は参加賞のＴシャツ
等の配布。
そして当日は、
恒例の５ １㌔地点長田
区役所南の給水ポイント
を担当しました。メンバ
ーの多くが経験者という
こともあり、事前の準備
もスムーズに行う事が出
来ました。

神戸ワイン城見学

がでるのだろう」と心配
していましたが、
ハーフ、
㌔、３㌔、ファミリー
の４部門に、約５７００
人が小雨混じりの多摩川
沿いを駆け抜けました。
給水のコップを渡す一
瞬に「ありがとう」とい
う言葉をいただくたび胸
が熱くなり、
こちらも
「頑
張って！」と自然に声が
出ていました。この感動
があるからまた活動がし
たいのだと思います。
関東在住メンバーは２
０１５年３月に参加した
横浜マラソンをきっかけ
にスポーツイベントにハ
マっており、今後も活動
を続けていく予定です。
中村秋子（兵 阪神）
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月 日、２０１５川
崎国際多摩川マラソンが
等々力陸上競技場をメイ
ン会場に開かれ、関東在
住の同窓会メンバー３人
を中心とする計 人で、
選手誘導、整列、案内、
給水などの活動を行いま
した。
前日から降り続く雨に
「どのくらいキャンセル

11
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新たな仲間を加えて

までよく知らなかった会
員の方々と話すことがで
き、また同じような体験
をした先輩から貴重なお
話が聞けてとても有意義
平成 年５月４日、天
な時間でした。ありがと 気予報は曇りのち雨。当
うございました！
初の予定は三宮から布引
村口千河（塾３神戸） 経由、
森林公園でしたが、
悪天候に伴い目的地は布
引の滝へ変更しました。
三宮を出発後、ノルデ
ィックウオーキングにて
布引方面に山を登り、見
晴らし台へ着いた頃には
雨足が強くなったため、
ここ迄となりました。足
元がぬかるんでいて危険
なため、車道を通っての
下山となりました。
今回は、初の山登りノ
ルディックウオーキング
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でしたが、雨天のため途
中までの登山となり、残
行程は次回への持越しと
なりました。
皿池有可（近 神戸）
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
気軽に申し込み、三宮
の集合場所に着いて驚き
ました。皆さん山ガール
ばかり。えらい集まりに
来てしまった…と、不安
の中歩き始めました。
講師のスティックの使
い方を真似してなんとか
展望台までたどり着くこ
とができました。不思議
と歩けます。昨年入院し
平成 年 月８日、西
播磨地区主催の「たつの
まちめぐり」
が実施され、
総勢７名が播磨の小京都
と呼ばれるたつの市内を
散策しました。
参加者は、城下町とし
て舗道や町並みの景観が
整備された龍野城周 辺
や、
醤油資料館、
霞城館・
矢野勘治記念館を訪れ、
醤油の町として知られる
たつのの歴史や背景、童
謡「赤とんぼ」のルーツ
を学びました。
長谷川和久
（兵 西播）
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平成 年８月 日、今
年の海外養成塾生４人と
30
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洋大中の班別行動やその
時味わった鮮明な感動の
話を伺いました。
平成 年の海外養成塾
も事後研修を終えると私
たちも同窓会のメンバー
になります。洋大前、洋
大中だけでなく、洋大後
にも色々な世代の方々に
出会えます。この日は同
窓会員の方々に温かく迎
えていただき楽しく過ご
せました。ありがとうご
ざいます。これからも参
加したいと思います。
福田記世（塾３阪神）
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各地区で
事業開催
27
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スタッフ・リーダー２人、
同窓会員６人の 人で私
たち今年の養成塾生の壮
行会を神戸ワイン城で開
いていただきました。
兵庫県の特産である神
戸ワインのブドウの実を
試食し、製造工程をツア
ーで見学し勉強しま し
た。その後、２つのテー
ブルに分かれてバーベキ
ュー。バーベキュー中は
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遊ぼう！
☆さとやま体感教室
▼日時：２月 日（日）
予定
▼場所：上大沢ふれあい
会館周辺
▼内容：春を待つさとや
まの「豆腐づくり」など

を体感しよう。
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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ほしい情報
も募集中です。info@hyogo-yodai.netまでご連
絡ください。

神戸）

年を迎え～

☆いえしま体感教室
▼日時：３月 日（土）
～ 日（月・祝）
▼場所：いえしま自然体
験センターなど
▼内容：漁師体験と春の
いえしまを感じよう。
※各事業の詳細は、実
施１カ月前に同窓会ホー
ムページにアップし ま
す。ＵＲＬは下記。

～震災

21

中川たみ子（兵

あの刻を忘れない

☆ひょうご青少年活動フ
ェスティバル
▼日時：２月 日（木・
祝）
▼場所：元町商店街３～
６丁目
▼内容：テーマは「創ろ
う 作ろう 友達つくろ
う」少しの工夫で楽しく
14

ない方々が多くなり、 前に立替、幸いにも半
お世話になった方々に 壊の状態で我が家にお
お礼の気持ちとして、 りました。
残したいと思いま し
ライフラインが全滅
た。
私が洋上大学に参
加した、平成３年か
ら同窓会事務局員と
して参加しており、
４年後震災で町内の
％が全半壊と全焼
の酷い地域に居住し
ておりました。
住民のほとんどが
避難所や親戚を頼り
に避難しておりまし
たが、我が家は４年
70
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今年震災 年を迎え
近畿青年洋上大学の有
志の皆さんと兵庫県青
年洋上大学同窓会との
繋がりについて、知ら
20

http://hyogo-yodai.net
状態で、震災翌日から
同窓会の方々が乾電池
や水・食器等を悪い足
元にも関わらず差し入
れていただ
き、人のあ
りがたさに
自分たちの
今にも折れ
そうな気持
ちを奮い立
たせており
ました。
まだ瓦礫
も全部撤去
されず、避
難所にはま

18
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手などのボランティア
を開始しました。
近畿青年洋上大 学
は、奈良県から兵後さ
んを始め和歌山、
三重、
大阪、福井からも参加
していただきました。
兵庫からも何人かは参
加するようにしており
ました。

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）することにいたし
ました。
保管対象の品物は、船内で配布された
船内新聞、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と共にご返却いたし
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 い た だ く 際 に そ の 旨 お知らせ下さ
い。
問合せ：本部事務局まで。

だまだ沢山の住民がお
り、皆疲れておりまし
た。３月のある日同窓
会事務局に連絡が有り
被災地に『鍼灸・マッ
サージ』のボランティ
アとして近畿青年洋上
大学のメンバーの方々
が受け入れをと打診さ
れ、春名さんを通じて
４～５名の鍼灸・マッ
サージをされる方を受
け入れて欲しいとの連
絡をいただきました。
ライフラインもまだ
完全では無く、果たし
て住民の方々が受け入
れてくれるのかが不安
でしたが、４月のある
日、避難所である在宅
福祉センターディホー
ム六甲において鍼灸や
マッサージ、お話し相

あなたの洋大の歴史を
同窓会でアーカイブします

編集後記

今回から「こころ」の
編集に関わることになり
ました。発行が遅くなり
ましたことをお詫び申し
上げます。
さて、私と編集とは長
い関係でありまして、最
初に始めたのが高校時代
の文化祭のプログラム・
パンフレットの編集。ま
だまだ一太郎がメジャー
だった時代です。
大学に入ってからは関
西学生将棋連盟の理事・
理事長として、機関誌の
編集に明け暮れていまし
た。大会の結果はもちろ
ん、棋譜やコラムなどを
６人がかりで編集してい
ました。
大学院に進学してから
も研究室の会報編集があ
り、社会人に入って最初
の仕事がグループ内の内
部報の編集でした。
その後は編集作業から
離れていましたが、今回
こうして再び編集作業に
帰ってきました。なにか
面白いことができたらな
と思っていますが、それ
はスケジュール通りの発
行ができてからのお話。
松井豊仁
（塾２東播磨）

