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2019年度活動報告会
-法人設立から８年目を迎えました-

ができました。活動は大学卒業後のOBOGたちの参画に大きく支
えられ、世代と地域を越えた仲間のひろがりを実感しています。
今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
【2019年度 通常総会のご報告】

5月18日（土）、NPO法人いわてGINGA-NET 2019年度通常総
会、活動報告会を実施しました。
活動報告会では昨年度の活動に参画
した学生から学びの振り返りや今後に
向けた目標などが発表されました。
報告では多様な世代・地域の若者同
士による学び合い、地域住民との交流
の様子が特にクローズアップされ、学
生一人ひとり
がさらなる地域での学び・交流に目を
向けていることが伝わる報告でした。
皆さまのご支援・応援のお陰様でい
わてGINGA-NETは第8期を迎えること

●いわてGINGA-NET 代表
岩手県立大学大学院総合政策研究科２年
かわはら

なおや

川原

直也

この度、いわてGINGA-NET代表に就任しました川原です。身の引き
締まる思いではありますが、責任に見合う成果を出せるよう知恵を振
り絞って頑張ります。
振り返れば2014年7月、大学1年生で生粋の卓球小僧だった私が初め
ていわてGINGA-NETの取組みに出会った時です。「地域に携わる仕事
がしたい」と漠然とした思いしかなかった私が、いわてGINGA-NETの
取組みを通じて「地域に寄りそう」とは何たるかを考えるきっかけと
なり、現在の私を形づくっていると感じています。今後、地域や世代
を越えた若者の学び合い・交流を支え、一人ひとりが地域の課題・魅
力に目を向けるきっかけづくりに努めてまいりますので、今後ともよ
ろしくお願いいたします。
●いわてGINGA-NET 理事
岩手県立大学社会福祉学部２年
きくち

菊池

まゆこ

眞悠子

今年度より、いわてGINGA-NETの学生理事に就任すること
になりました。昨年1年間、参加学生として様々な経験、学び
を得てきました。その中で自分は岩手が好きなのだということ
を深々と感じることができました。今年度より、参加ではな
く、参画する身となり学生の目線からいわてGINGA-NETを支
えていきたいと思います。浅学ではありますが、精一杯務めさ
せていただきますので何卒よろしくお願い申し上げます。

同日開催の通常総会では、2018年度事業報告及び決算報告、
2019年度事業計画及び収支予算について、全会一致で承認をいた
だきました。第５期役員は下記のとおり決定いたしました。今年
度もどうぞよろしくお願いいたします。
＜第５期役員＞
代表

川原

事務局長

八重樫綾子（再任）

事務局次長

田口

美樹（再任）

理事

山本

亜胡（再任）

宮本

大毅（再任）

菊池

藤原

伸哉（再任）

小田島

監事

直也（再任）

眞悠子（新任）
淳（再任）

●いわてGINGA-NET 事務局長
やえがし

八重樫

あやこ

綾子

この度、当会の設立から７年間務めた代表を退任し、理事兼事務
局長に就任いたしました。これまで私たちの活動を支え応援して下
さった皆様へあらためて感謝申し上げます。私個人の実感としては
2008年、大学入学と同時に設立された「岩手県立大学学生ボラン
ティアセンター」での活動をきっかけに今日に至るまで、12年目を
迎えたな…というのが実感です。
2011年に実施した「いわてGINGA-NETプロジェクト」から８年
が経過しました。東日本大震災から２カ月後に試験的な取組みを開
始し、その３か月後には全国千人の学生ボランティア受け入れの仕
組みが整備されました。被災地域のニーズと学生ボランティアのマ
ンパワーとをつなぐべく、多様な組織と人々が知恵と資源を出し合
い、日々が試行錯誤の取組みでした。
「岩手の復興へ向けられた多くの関心、人々の流れを途絶えさせ
ないために―」そんな思いを出発点に、右も左も分からずひたすら
に前を見て走り出した法人設立でした。そんな私たちを時にはマン
パワーで、時には資金や資源で…多方面、他地域から多くの皆さん
に支えていただき、今日までの活動を継続することができました。
設立から７年を経て、設立当時に携わった仲間は社会人となり、
当時小学生～高校生であった世代が新たに役員として加わってくれ
ています。私たちの活動がこうして次世代へとつながり、活動の新
しい未来を一緒に描いていけることをとても嬉しく思っています。
体制も新たに、いわてGINGA-NETも次なるステージへと向かって
いきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします！

いわて学生コミュニティカフェ

Vol.19を実施しました
５月19日（日）、いわて学生コミュニティカフェvol.19「盛岡
スタンプラリーの旅！～仲間と出会い、地域の魅力を知ろう～」
を実施しました。
岩手県盛岡市紺屋町の商店主や住民に
よって毎年実施される街歩きイベント、
「紺屋町かいわいスタンプ ラリー」（主
催：紺屋町スタンプラリー実行委員会）。
同イベントは、地域の情景を多くの人に見
てもらいながら、街中のお店のことを知ってもらおうという思い
から始められ、今年で９年目の開催となりま
す。普段から盛岡市に行くことはあっても、
通学路や盛岡駅前以外に目を向ける機会はあ
まり多くありません。盛岡の様々な魅力を発
見していくことを目的に、実行委との協力の

第９回いわて学生ボランティアネットワーク研修会

を実施しました
６月30日（日）、岩手県立大学アイーナキャンパス（盛岡市）
にて第９回いわて学生ボランティアネットワーク研修会「チーム
の力を引き出すファシリテーション研修-意見を引き出し、議論を
まとめるスキルを学ぼう-」を実施しました。
初めに、アイスブレイクを交えた参
加者間の交流、所属するサークル・ボ
ランティア団体の活動紹介・情報交換
を行いました。参加した４つの学生団
体の所属を越えたつながりを育む時間
となりました。
後半は講師の菅野道生先生（岩手県立大学社会福祉学部准教
授）より、会議・ミーティングで参加者の意見を引き出すための
「ファシリテーション」の基本的な考え方についてお話いただき

首都大学東京×いわてSVN学生情報交換会
を実施しました
７月20日（土）・21日（日）の２日間、ラグビーW杯釜石大会
のロールトレーニングのため、首都大学東京の学生および職員の
方々が来岩。いわて学生ボランティアネットワーク企画協力のも
と、情報交換会と釜石フィールドワークを実施しました。
1日目は岩手県立大学アイーナキャン
パス（盛岡市）にて情報交換会を実施。
首都大学東京の「釜石ラグビー2019応
援プロジェクト」の学生より活動の背景
や動機、ラグビーを通した復興支援の取
組について発表いただきました。続い
て、岩手県立大学の「風土熱人R」「復興girls&boys＊」「学生
ボランティアセンター」「KIPU＊Labo」、盛岡医療福祉専門学
校の学生から日頃行なっているボランティア活動について発表。
互いの活動を知ることで、あらためて自分たちの活動を振返り、
今後の取組について考える時間となりました。

もと県内の高校生５名、専門学校生２名、大
学生８名が参加して街歩きを行いました。
街歩きでは３つのグループに分かれて散策
し、「ご ざ 九 森 九 商 店」・「盛 久 ギ ャ ラ
リー」などを訪問。「ござ九 森九商店」で
は実行委員の森 理彦さんから紺屋町の魅力やスタンプラリーを始
めた経緯についてお話しを伺いました。
ふり返りでは街歩きで撮影した写真を用い
ながらグループ毎に盛岡の魅力を発表し、地
域の様々な場所・人に関心を持つ大切さを共
有しました。
参加者からは「初めて見る盛岡の一面に新
鮮さを感じた」「都会と比べると何もないと思っていましたが、
散策してみて新しい場所・景色に気づけ
て、盛岡って楽しい！と思えた」「大学
生の方々と交流できて、様々なお店の方
ともお話しできて良かった」等の感想が
ありました。

ました。またそれを受けて参加者の置かれる環境や心境に目を向
けた場づくりを行うための工夫・話し合いの進め方等を議論しま
した。最後に菅野先生より「”知っている”と”できている”には差
があり、今回学んだことをいきなりすべてやろうとするのは大
変。まずは意識して取り組むことが大切」であるというポイント
をお話しいただきました。
参加者からは「いままで意見が出てこ
ないのは”参加者側”にだけ要因があると
思っていたが、意見を出しやすい”雰囲
気”をつくれていないことも要因の一つと
分かり、価値観が変わった」「ファシリ
テーターはまとめ役ではなく、議論の論点を提示することが大き
な役割であることが学べた」「他団体の活動内容を聞くことがで
き、自分の団体で共有していきたい」「今後、授業やサークル等
の話し合いの場で学んだことを実践していきたい」等の感想があ
りました。

２日目は東日本大震災からの復興の現状を学ぶため釜石市を訪
問。岩手の学生によるガイドのもと、まちの歴史や産業に関する
基礎的な知識を学びながら市内を巡りました。
釜石市鵜住居の「いのちをつなぐ未来館」では職員であり、岩
手県立大学OGの菊池のどかさんより、鵜住居地区の被災・復興状
況について自身の経験を交えながらお話しいただきました。
次に、ラグビーワールドカップの会場
である「釜石鵜住居復興スタジアム」を
訪問。RWC2019推進本 部の 職員の方よ
り、スタジアムの特徴やそこでの取組に
ついてお話をお聞きしました。続いて訪
問した「宝来館」では従業員の廣田一樹
さんに避難路を案内いただきながら津波当時の非難の様子、現在
の旅館の取組みや地域資源を活用した地
域活性化の取組みについてお話しいただ
きました。その後、釜石湾を一望する鎌
崎半島に立つ「釜石大観音」へ。海岸防
潮堤についてお話を伺い、展望台から海
を眺めました。
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★大学生企画★

今号から大学生企画『イーハトーヴにあこがれて』の連載がスタートします！岩手の偉人・宮沢賢治が夢見た
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
“イーハトーヴ（理想郷）”。私達もいわてのイーハトーブを見つけたい！という想いから、大学生が街を歩きなが
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
ら、各市町村の魅力を発信していきます。今回はいわてが誇る牡蠣の名産地・山田町に訪問しました！
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○。

山田町の紹介

世界でも有数の漁場を有してお
り、牡蠣・ホタテの養殖業が盛ん
です。江戸時代に山田湾にオラン
ダ船が漂着した歴史があり、山田
湾に浮かぶ「オランダ島」は町の
シンボルとなっています。

荒神海水浴場
船越半島の最南端にあり、白い砂
浜とエメラルドグリーンに輝く海の
景色はインスタ映え間違いなし♡最
寄りの船越駅から離れているため、
車かバスでの移動がお勧めです！

漁業体験活動で牡蠣の水揚げ時に付いてくる付着
生物。漁師の間では“邪魔者”として捨てられてしま
いますが、よく見てみると意外と面白い生物がいっ
ぱい。漁師の佐々木さんに解説していただきなが
ら、おススメの付着生物をご紹介します！

美味しさ
かわいさ
飼いたさ

インタビューでも紹介いただき
ましたが、とても美味しい！小
さ い け ど、ホ タ テ 以 上 に 味 が
しっかりしています！

美味しさ

釜揚げ屋（昼食）

かわいさ

山田町のうどん屋「釜揚げ屋」で昼食をいただきま
した。素材も地産地消にこだわり、山田湾産の海藻や
昆布出しを味わうことができま
す。おススメは大粒の牡蠣天ぷら
を 乗 せ た 牡 蠣 天 う ど ん（期 間 限
定）です！

飼いたさ

※定休日：月曜日

かわいさ

ダントツでかわいくて、現れる
と作業を中断して戯れてしまい
ます。ただ、あまり美味しくな
いとのウワサ…。

美味しさ

飼いたさ

水揚げされた時にニョロニョロ
と動く姿がキュート。山田町で
はカタナギ(刀のような姿)と呼
んでいるそう。天ぷらが美味。

Interview！
Q.日頃から漁業体験活動の受入れに協力いただいてい
る漁師の佐々木友彦さんに山田町の魅力を聞いてみま
した！
山田町の魅力は食と祭りですね。美味しいものは沢山
ありますが、山田湾で採れる赤皿貝が
おススメです。９月に開催される山田
祭りは観客と神輿との「距離感」が近
くて暴れ神輿が観客列に突っ込んでい
くことも（笑）迫力満点なのでぜひ見
に来てもらいたいですね。

岩手の魅力発見の旅第一弾は山田町。学生なら
ではの目線で地域の魅力を紹介していければと思
います。山田町のきれいな海と美味しいお店を巡
り、学生の好きなインスタ映え
写真が撮れて大満足。山田の熱
いお祭りのお話も伺い、また来
年の夏ぜひ来たいと思いまし
た。ありがとうございました。
（岩手県立大４年 川原千晶）

2019年８月21日～26日、いわてFWL2019「夏期プログラム」を実
施しました。岩手県住田町を拠点に沿岸地域を訪問。岩手の震災復興
について学ぶ他、人々の暮らしや産業、文化を体験するホームステイ
などを通じて地域や人と関わる活動を行いました。

ホームステイ

漁業体験

２～４日目は住田町観光協会、すみた民泊協会の協力のもと住田町
内３軒の受入れ家庭で２泊３日のホームステイを実施しました。公民
館でのふれあいサロン活動への参加や蕎麦打ち
体験、養鶏農家での体験や、収穫したニンニク
の出荷準備等…地域の方々と交流しながら、産
業や暮らしを肌で感じ学びました。
フィールドワーク・交流会
４日目は県内の高校生が活動に加わり、釜石
市を訪問。今年３月、「東日本大震災の記憶や
教訓を将来に伝えるとともに、生きることの大
切さや素晴らしさを感じられ、憩い親しめる
場」として同市鵜住居にオープンした「うのす
まい・トモス」の震災伝承と防災学習のための
施設「いのちをつなぐ未来館」を訪問。釜石市の復興とまちづくりへ
の理解を深めました。
夜は住田食材研究会による協力のもと住田町
で交流会を開催。住田町産の野菜・肉・米・果
物等を用いた料理を囲み、住田町の方々との交
流を深めました。

●ﾎｰﾑｽﾃｲ受入れ(岩手県住田町)

インタビュー

おおわだ

INTERVIEW

大和田

じゅんこ

純子

さん

住田町世田米地区で養鶏場を営まれている大和田さん。ホームステイ
活動を始めた2017年からご協力いただき、今年で３回目の受入れで
す。現在は息子さん、ペットの犬3匹と一緒に暮らしています。
■学生を受け入れてみてのご感想をお聞かせください。
このホームステイは年１回の楽しい行事となってます。今回、養鶏場
の方は大学生に頼める作業がなかったのですが、その代わり作業員の方
に渡すおにぎりを一緒に握ってもらえて良かったです。３回目の受入れ
で慣れてきましたし、大学生の方も気を遣わないでくれているのでやり
やりやすかったです。BBQの時に皆とじっくり話せてよかったです。
いままで住田町の魅力を聞かれた時に「滝観洞」など場所や景観だけ

★会員募集のご案内
本会では法人運営にご協力をいただける正会員、賛助会員を募集し
ております。会員種別、会費額は下記のとおりです。

＜ホームページ＞

http://www.iwateginga.net

【会員種別・年会費】
正会員(個人)
正会員(団体)

5,000円
10,000円(一口)

賛助会員(個人)

2,000円(一口)

賛助会員(団体)

5,000円(一口)

＜入会案内＞
http://www.iwateginga.net/participation/join
銀河通信vol.23発行は2019年12月を予定しています。
銀河通信の感想をぜひお寄せください

E-mail：contact@iwateginga.net

釜石市、大槌町、山田町で地元漁師さんの協
力のもと漁業体験を行いました。養殖牡蠣の選
別、塩蔵ワカメの袋詰め等を体験し、漁師さん
の日々の仕事や暮らし、一次産業の現状につい
て学びました。
活動終了後、釜石市魚河岸に「釡石市臨海部周辺のにぎわい創出の
拠点」として今年３月オープンした「魚河岸テラス」で振り返りを実
施。「なぜ漁師になったの？」「仕事のやりがい、大変なことは？」
「漁師の朝は早いの？」「復興とは何だと思い
ますか？」「毎日魚を食べるんですか？」等、
漁師さんへ様々な疑問を投げかけ、教えていた
だいたことを持ち寄り、感想と学びを共有しま
した。
今回参加した高校生の皆さんとは、今年10
月～11月に開催の岩手県内の大学祭で、三陸
の幸を使用したメニューを販売予定です。販
売の日時・場所に関する情報はいわてGINGA
-NET公 式HP、公 式Facebookで お 知 ら せ し
ます。皆様ぜひお越しください！
が住田の魅力だと思っていました。しかし、今回のように養鶏などの産
業や文化などに関心を持ってきてくれる学生がいることを知って、それ
も住田の魅力なのだと思うようになりました。
■今後、いわての若者に期待することはありますか？
いっぱい色々な所に行って、多くの人に出会ってほしい。時には挫け
る時もあるかもしれないけど、前向きに進んでいってほしいです。世田
米地区にもお祭りがあるのですが、その時にも学生さんに来てもらって
一緒にお祭りを盛り上げてもらえると嬉しいですね！
●岩手県立大学 総合政策学部１年生
くまがい

はるか

熊谷

悠

さん

■ホームステイに参加した感想をお聞かせください。
すごく楽しかったです。トウモロコシやにんにくを詰める作業や、害
獣防除の網の畑への設置等、初めて体験することばかりでした。網の設
置はコツが必要で時間がかかりましたが、やりきった時の達成感があり
ました。ご家族の皆さんと一緒に近所のカラオケをした時が一番楽し
かったです！
住田町には始めて訪れましたが、住田町で暮らす人達と触れ合うこと
ができて良かったです。ホームステイ受入れ先の平林さんは住田町の地
域おこし協力隊として、農業を営まれながら協力隊の活動もされている
と聞き、自身の将来について考えるきっかけになりました。
■今後の大学・日常生活で生かしたいことはありますか？
実際に住田町で生活されている方から都会/地方に住むメリット・デ
メリットをお聞きしました。地方は都会に比べてどうしても医療・教育
施設が乏しいですが、その代わり土地は広いし、地域の資源も豊富と聞
いて、将来の就職を考える際の参考になりました。
ホームステイで野菜の生産・販売の現場を見てきたので、帰ったら自
分の近所の産直はどういうものが置いているのか見に行ってみたいで
す！あと、住田町だけでなく他の地域にも行ってみたいという気持ちが
芽生えたので、行ってみたいです！

