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Spot Write って？？
こんにちは！この度は「Spot Write」を手に取っていただき、
ありがとうございます m(_ _)m
Spot Write とは、
「浜松で活躍し輝くオトナに焦点を当てて
学生が自ら取材し、記事を書く」
ことに由来しています。
そして今回、記念すべき第一号が刊行されました。
Spot Write の活動では、
「学生が自ら浜松の輝くオトナに会うこと」
「より多くの浜松の輝くオトナを知ること」
を重要なポイントとしています。
学生記者として、実際に働くオトナに会うことで
働くというイメージをプラスに捉えられたり、
この冊子を読んで、浜松で活躍しているオトナを
一人でも多くの方に魅力的だと感じてもらえたら、
私たち学生記者、そして取材に協力していただいた方々の本望です。
この冊子が、手に取ってくれた方々の将来へのヒントとなりますように。
Spot Write 一同
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Spot Write 記者の紹介

熊谷 和泉（くまがい いずみ）
食べる、飲む、大好き。最近のお気に入りは、カシューナッ
ツ。あまのじゃくな性格。海外の大学院進学志望。ギリギリ
になってようやく自分の首を絞めるタイプ。

三浦 理沙（みうら りさ）
周りの人を笑顔にしたい！と思って生きています！海や山、広
いところ、旅行、コーヒー、チョコレートが大好き！より多く
のところへ行きたいし、より多くの人に会いたいです！

ミウラ サユリ
私はブラジル人で、ずっとブラジル人学校に通っていましたが、中 2
から急に日本の学校に通うことになりました。勉強しているうちに進
学したい！となって、今はこうして大学生になりました！

早川 裕介（はやかわ ゆうすけ）
いろんなものに流されてしまいがちで後から後悔するタイプ。
負けず嫌いでなかなかめんどうくさい。座右の銘は、迷ったら
ＧＯ!
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林 典子（はやし のりこ）
フィジーへの留学、内閣青年国際事業の参加を経て、あらゆる
人々と関わることの大切さを知りました。最近はお風呂で読書
をすることにハマっています。

山﨑 し乃（やまざき しの）
見た目は派手、大胆なんてよく言われますが、実はかなりの
小心者。衝動的に行動する割には後から色々考えてしまうタ
イプ。最近のマイブームはトレンディーエンジェルの斎藤さ
ん（笑）といももち。学校の英語のネイティヴの先生と話す
ことが大好き。

伊藤 真子（いとう まこ）
美味しいものが大好き。最近、あんこにはまり中。年中無休でダイ
エット。将来は海外でのんびり暮らすことを夢見ています。その
ために勉強を頑張らなきゃいけない大学生。

石原 尚真（いしはら しょうま）
抱え込みすぎて怒られまくるタイプ。出来ないくせに、
出来ない言い訳はしたくない人。結局いまだに迷走中。

表紙デザイン協力
山田 晴樹（やまだ はるき）
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全然苦じゃない。好きでやってますから。―佐藤 真琴

Profile 佐藤 真琴（さとう まこと）
浜松市出身。高校卒業後、アメリカ留学を経て看護学
校に進学、卒業。その後、がん患者に安くてリーズナ
ブルなカツラを提供する株式会社 PEER を設立。
現在、代表取締役社長を務めている。

自分の小ささを学んだ

調べてみたら、作れそうだった

「女の子はやっぱりオシャレなとこでなきゃね！」

現在、リーズナブルなカツラをがん患者さんたちに

そういって私をオシャレなカフェへと案内して下さ

提供する株式会社 PEER の社長をなさっている佐藤

った、元気いっぱい、素敵な笑顔が印象的な佐藤さん。

さん。看護学生時代の実習先での出来事が起業のきっ

幼少期、学生時代はどんなお子さんだったのだろう

かけだった。

か？

「患者さんたちはとてもじゃないけど安いカツラ

「みんな私たちみたいな起業家って変わった子だ

を買うことができる環境になかった。そこで調べてみ

ったって思うでしょ？！全然普通の子でしたよ（笑）

たら案外作れそうだった。一回誰かに教えてもらった

両親が共働きだったこともあり、おばあちゃん子でし

り、行動に移せば案外できるものですよ。その一歩目

た。そこで自立することの大切さを学びました。甘や

が大事。お仕事は気合と根性、事務処理能力！これさ

かされなかったので。おばあちゃんにおたまで殴られ

えあればできますよ！」

たこともありますよ（笑）
」

そう笑顔で語って下さった佐藤さん。土日もお仕事

そんな佐藤さん、勉強はあまり得意ではなかったん

で大忙しだそう。一か月のスケジュールを見せて下さ

だとか。

った。そこには予定がびっしり。
「全然苦じゃないです

「高 3 の 8 月にやっと受験を決意しましたからね。
」

よ！好きでやってますから。別に休みたい時は休めば

なんだか、とても意外です。

いいんです。でも、それはただ、目標ゴールから一日

「高校卒業後は意味の分からないことをしようと

遠のくことを意味するんです。」

突然思い立ってアメリカへ留学。もちろん、父は怒り

佐藤さんの一切妥協を許さないお仕事への姿勢。今

ましたよ（笑）アメリカには自分の知らないものがた

回取材させて頂くにあたって沢山の刺激を佐藤さん

くさんあって。自分の小ささを学んだ気がします。
」

から頂き、とても身が引き締まる思いだった。

笑顔の佐藤さん。とてもエネルギッシュだ。
（山﨑 し乃）
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想い―竹内

自分のまちの事を知れた

良訓

想いをカタチにするために

現在、静岡県議会議員をなさっている竹内さん。政

竹内さんが議員になられたきっかけは何だったの

治に興味があったため、どのようなお話をうかがえる

か？それは、子育ての経験が大きいようだ。
「大学卒業

のか、楽しみであった。まずは幼少期についてうかが

後、地元の企業で 10 年間サラリーマンをし、38 歳で

った。

通信機器販売の会社を起業しました。その頃ちょうど

「実家が下駄や靴、タバコなどを販売する個人商店

子育ての真っただ中で。ところが、共働きだったため

を営んでおり、夏休みなどは店番をしてお店を手伝っ

子供を預けようとしたら、自分の住んでいる地域に託

ていました。近所の方や同級生のお母さんたちがいら

児所が全くない。これは困りましたね。そのとき、こ

っしゃるので、お互いの顔を知っていて、いたずらが

のニーズを解決するには、自らが行動するしかないと

出来なかった（笑）
」そんな幼少期を過ごされた竹内さ

思ったんです。これが議員になるきっかけですね。私

ん、なんでも勉強よりはスポーツなどの身体を動かす

の仕事は人の想いをつなぐ仕事！誰かが暮らしやす

事が好きだったそう。
「毎日真っ暗になるまで、友達と

い環境を整えるためにはやはり、政令や条例を変えな

夢中で遊んでいた！勉強もそれなりに頑張っていま

ければうまくいかないことがある。みんなの想いをカ

したが（笑）
」

タチにする！その為に、行政に働きかける、そんな仕

次に学生時代の思い出深いエピソードについて語

事なんです。
」本当に素敵なお仕事だ。

って下さった。

最後に竹内さんにどうしても聞きたかったことを

「大学時代に静岡県人会というサークルに所属し、

うかがってみた。人の心をつかむ話し方はどうしたら

会長を務めていました。静岡県について徹底的にリサ

できるのだろうか？

ーチしてプレゼンをしました。今振り返れば、この経

「言葉と言葉の間に間を空けること！そして二人

験のおかげで自分のまちのことを知ることができ、そ

称をなるべく使うようにし、聞き手を主役にするこ

れが今の静岡を愛する心に繋がっていると思います。

と！そうすればきっと、こちらに耳を傾けてくれます

静岡から離れることにより静岡を客観的に見ること

よ。」

ができ、ますます郷土愛が強くなりました。
」
（山﨑 し乃）

Profile 竹内 良訓（たけうち よしのり）
浜松市出身。大学卒業後、地元の企業で 10 年間
サラリーマンを経験。
その後、38 歳で通信機器販売の会社を設立。
現在は静岡県議会議員を務めている。
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権利の代理人―高貝

亮

Profile 高貝 亮（たかがい りょう）
藤枝市出身。大学卒業後、2 年間銀行に勤務。退職後
の世界一周旅行を経て現在、浜松市で弁護士として活
躍している。浜松綜合法律事務所に勤務。

ブラジルの人たちへの感謝

「失敗だらけですよ」

「こちらにどうぞ」と私を穏やかな表情で迎え入

「失敗だらけ。
」そう、お仕事に関して語って下さっ

れて下さった高貝さん。幼少期はかなりやんちゃな

た高貝さん。「弁護士は絶対に依頼者の希望に沿わな

子だったそう。
「言うことを聞かない子で親が学校に

い仕事をしてはならない。例えば、相続問題で争って

呼び出されたこともありました（笑）
」

いる家庭は一見、お金を奪い合っているように見えま

そんな高貝さん、現在のお仕事に就かれる前は、

すよね。でも違う場合もある。彼らは、親の愛情を奪

銀行にお勤めしていたそうだ。

い合っているんです。それを見極めなければならない。

「でも、飽きてしまって 2 年で退職。その後、銀行

途中で気が変わってしまう依頼者様もいますよ。絶え

で稼いだお金で旅にでました。元々旅が大好きで。ま

ず事実と希望の確認を行うのが必須です。」依頼者に

ずアジア圏からスタートしました。
」

絶えず寄り添う姿勢を大切にする…とても素敵だ。

突然の「旅」という単語にとても驚きを隠せなかっ

「私たち弁護士の仕事は、弱い立場に置かれていて

たのをよく覚えている。

自分の権利を主張できない人たち、例えば認知症であ

世界旅行の中でも一番思い出深い地がブラジルだ

ったり、外国人であったり…そういった人たちの代理

そうだ。「ブラジルの人たちはとにかく人がよくて温

人となって権利を主張することです。」

かくて大好きでした。すっかりブラジルに惚れ込んで

まさに、『権利の代理人』だ。

しまって 5 か月も滞在してしまいました。
」職業上、

「失敗もしますが、結果に関係なく、依頼者様から

外国人の人権保護に携わることの多い高貝さん。「今

頂く感謝の手紙を老後の楽しみに、今は頑張っていま

の仕事の原動力の一つに、旅で出会ったブラジルの人

す。」最後に嬉しそうにそう語って下さった。

たちへの感謝もありますね。」そう笑顔で語ってくだ

私も、
「誰かから感謝され、またそれがお仕事への励

さった高貝さん。その目はとても、優しさに満ち溢れ

みとなる」、高貝さんのような素敵な大人になりたい

ていた。

と思った。
（山﨑 し乃）
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1 歩踏み出せ教育―池上
教育へのきっかけ

重弘

「20 代で見ている世界は狭い」

静岡文化芸術大学で 1996 年から 20 年近く浜松に

池上先生は 4 年生時に 1 冊の本と出会い、すごい学

いる池上先生。

問をおもしろいと思い、文化人類学の授業にでるよう

高校の時の社会科の教員が好きで、社会科が好き

になった。大学院へ進むと、修士論文のため、新潟へ

だった。当時は哲学科に進んだ。しかし、そこでの

社会の勉強へ、民家を 50 世帯ほど周り様々な人と出

勉強はあまりおもしろくなく、大学 1 年生の時か

会った。中学から受験をし、勉強しかしてこなかった

ら、塾のバイトの方に励むようになった。

のでいろんな人生があることを知る。
その時「ここまで勉強してきたなら大学教授にな

塾でのバイトは楽しく、上手く教えられているつも

れ。」というきっかけがあった。

りだったが、塾のアンケートの結果がひどく、
「次から
ひどいとやめてもらう。
」とまで言われた。

学生に教えることで心がけていることはあります

その印象はかなり強く残っていて、そこから教える

か？と聞いたところ、「自分が関わることをどう変え

こと、教科について勉強するようになった。

ていくことができるか。どう影響を与えるようにバッ
クグラウンドを整えるか。自分が前にでるわけではな

2 年生時にはもの凄い努力をして、3 年生の時のア

く、学生をすすめていく。学生には 1 歩踏み出せと言

ンケートでは全国 1 位になった。

っている。『1 歩踏み出せ教』とまで言われてるよ。
」

このことは大学生活で 1 番コミットする成果、経験

これこそ学生に対しても研究に対しても熱く取り

になった。ここから自分が「教育者であること」を強

組んでいる池上先生のことがよくわかる言葉だった。

く思えるようになった。
若い人に何かアドバイスはありますか？と伺った
ところ、
「1 人で喋るより、もっとぶつけることで思考
Profile 池上 重弘（いけがみ しげひろ）

を言語化していく。20 歳で見ている世界は狭い。でも

北海道出身。

間違いはなくてどれも正解なので 1 歩踏み出して、生

静岡文化芸術大学 文化人類学者。

身で体験することを学んでいってほしい。」

文化政策学部 国際文化学科 教授。
ずっと教学出身者だと池上先生はおっしゃってい
たが、いろんな出会い、体験をしてきている。自分自
身も 1 つ 1 つの出会いをもっと大切にして、1 歩踏み
出すことの大切さを見つめ直していきたい。
（石原 尚馬）
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自分は裏、相手が主役―細田

阿也

Profile 細田 阿也（ほそだ あや）
東京都出身。
結婚後浜松市へ。
現在はアナウンサーとして、リポーター・イベント
MC・ナレーターで活躍。

コンプレックスだった声が仕事に
―今の職業に就こうと思ったきっかけは？
中学 3 年生の時に渋谷でスカウトされて正直不安が
大きかったけど、両親が応援してくれて社会勉強にも
なると思って事務所に入りました。高校 3 年生の時の
ミュージカルでやりがい・達成感を持てて頑張ってい

サッカーで恩返しする夢

こうと思えたね。

―学生時代の思い出深いエピソードは？

―仕事について

幼い頃はボーイッシュでした。でも人見知りが激し

静岡に来る前はオスカープロモーションに所属し

かったですね。サッカーが大好きでした。中学生の頃

ていて、エキストラ・CM・雑誌を中心に活動していま

は部活でダンスをやっていました。中学 3 年生から事

した。静岡に来てからは、リポーター・イベント MC・

務所に入りました。高校生活は仕事をしながら両立す

ナレーターとして活動しています。声にコンプレック

るのが大変でしたね。
高校 3 年生の時にミュージカル・

スをもっていたけど、今はその声を生かした仕事をし

セーラームーンで悪役を演じましたね。声が低かった

ていますね（笑）

から悪役に選ばれたの（笑）

―仕事での印象深かったエピソード

大学の頃はアナウンススクールに通い始めて、サッ

J リーグの取材で、選手と同じ目線で頑張りを伝え

カーで恩返しをするのが夢になったの。大学時代は海

られたことはとても嬉しかったです。注目選手がゴー

外旅行が好きで、取材や観光で韓国・スペイン・アメ

ルを決めたり、選手の人柄を知れたり、本当に選手と

リカ・イタリアに行きましたね。土地の言語は話せな

の距離が近くてすごく楽しいですね。スペインでベッ

かったからコミュニケーションのために一応本を買

カム選手の誕生会の時に三浦和良さんと話せたのは

って海外へ行きましたね（笑）

びっくりだった。

―恋愛関係について

年齢問わず仕事でお会いした人は尊敬しています。

学生時代に恋愛はしなかったの。事務所に止められ

高校、大学時代は日本代表なでしこリポーターの日比

ていたからっていうのもあるけど（笑）大学生の時に

野まりさんの声がきれいで着眼点が広く愛のあるイ

同じアナウンススクールの人と付き合っていたけど

ンタビューに憧れていましたね。

親に反対されていたし、恋愛禁止だったから公にはで

―お仕事で大切にしていることはありますか？

きなかったんです。今の旦那さんとは大学 3,4 年生の

自分は仲介役だと思ってやっていますね。視聴者の

時から付き合いだして結婚、妊娠してその時は仕事よ

ために自分は裏、相手が主役になるように相手の心に

りも恋愛が大きかったかな。今は母親業がすごく大変

寄りかかるように仕事をしています。

で、でも子供と一緒に過ごす時間を大切にしています

（伊藤 真子）

ね。
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企業 CSR とは―匂坂
基礎と挑戦

幸治

一緒に仕事をしたいと思ってもらえるように

「地域の人に必要なものを持ってくる」

「自分から動いていくことは大事だがフォローし

一通り、エネジンが会社としてどんな仕事をしてい

てくれる人がいることは忘れてはいけない。
」

るか話したあと、自身が考える企業の社会的責任

たくさんの方にお世話していただいたと、匂坂さん

（CSR）について教えていただいた。

は楽しそうに話していただいた。

エネジンは主にガスなどの自然エネルギー、普段の

「会社としても個人としてもやっていくには、人に

生活に必要なものを静岡県全域に届けている。

必要とされる存在になることが大切。」「自分が楽し

だからこそ、匂坂さんは、地域の人といっしょに地

そうにやらないと誰もついてはこない。」

域によりそった考えが必要だとおっしゃった。

人との関わりの大切さを匂坂さんはとても大切に
していると強く感じた。

匂坂さんは営業企画部として、防犯、防災、子育て

「自分の人生をどう生きていくかは、野球から学ん

支援とさまざまな活動を行っているが、営業企画部と

だ。」

いう部署に属しているからではない。

部活動の中で、上下関係、整理整頓、いろんな学び
がある。それら一つ一つをしっかり自分のものとして

そもそも営業企画部を立ち上げたのは匂坂さんで

いくことが大事なのかもしれない。

ある。会社へ入ったのはなんとなくであったが、様々
な部署を経験していくなかで、たくさんの人と出会い、
今の部署が必要だと考えた。

若い人たちに何かアドバイスはありますか？と伺
ってみたところ、4 つのことを教えていただいた。
「限界を作っていくことをしないでほしい。
」

「やり続けて上手くいくまで、失敗すればいい。
」

「生きていく理由、できることを見つけてほしい。
」

挑戦をしないと経験にならない。素直に失敗を認め、

「しっかり遊んでおいてほしい。」

その経験を積み重ねていくことで新たなことができ

「仕事も最初はよくわからないことも多いが、自ら経

る。匂坂さん自身も挑戦をし続け、失敗を重ねてきた

験してきたことを信じ、自分の思いをしっかりもって

といっていた。

実践してきた。
」
どんな仕事に就こうとも、自分のやりたいことを持
ち続ければ、新たなことにもつながることを教わった。
（石原 尚馬）

Profile 匂坂 幸治（さぎさか こうじ）
浜松市出身。
エネジン株式会社 営業企画部 課長。
2 級ファイナンシャル・プランニング技能士。
AFP 認定取得者。
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きっと手招きされているから―日下部

善昭

Profile 日下部 善昭（ひかべ よしあき）
浜松市出身。今は天竜区で家具職人として活躍中。
二人のお子さんの父親でもある。
現在、ネパールの学校への椅子や机の製作援助にも携
わっている。

決して偶然ではなかったこの 10 年
きっかけは、日下部さんの父の山でのけがだった。
その時まで日下部さんは父親が大嫌いだったらしい。
「典型的な頑固おやじでしたよ。」しかし、そのけがに
© 2009 内山文寿

より、もう父が 100%で仕事ができないことを知る。
「もし帰ってくるなら、そろそろ決めとけよ。」その父
の言葉で、日下部さんは心を決めた。
「好きな木工を極

ものづくりは、なぜだかわからないけど
好きだった

めよう。
」ここで日下部さんはなぜ自分が木工、ものづ
くりが好きなのか、その理由を知ることになる。実は

高校を卒業後、東京の大学に進学。大学に入学をし

日下部さんの祖父が家具職人だったのだ。そして、長

て一人暮らしを始めた頃から、自分の部屋の家具は自

野にある技術専門学校の木工科にて木工の基礎を学

分で作っていた、というから驚きだ。学生時代には、

んだ。通常 1 年で卒業のところを、直談判にてもう 1

アジアの国々を中心に長期休暇を利用して、バックパ

年、学ぶ機会を得た。その後、家具職人として天竜に

ッカーのように旅行をするのが楽しみだったそうだ。

戻り、天竜森林組合とアムス工房でのお仕事を経て、

特に気に入ったのがネパール。
「とにかく心地が良く、

2009 年に「ひかべ家具製作所」
として独立を果たした。

時間の流れが自分に合っている」と、当時の思い出を

「この 10 年は必然だった」とも語ってくれた日下

懐かしそうに語ってくれた。その当時からしたら、自

部さん。それは、学生時代のアジアでの体験、自分が

分がまさか 10 年後にネパールを再び訪れるなんて予

極めたいことに出会うまでの時間、そしてそれを見つ

想もしていなかったであろう。

けてから家具職人となるまでの時間、それらすべてを

「大学を卒業後、二年ほどフリーターとして遊んで

表している。現在日下部さんは、ネパールの村の学校

いた…といえないこともないけど(笑)」と苦笑いしな

の机や椅子の製作を、現地の人に教えようという活動

がら答えてくれた日下部さん。一度もリクルートスー

もしている。

ツを買ったことがないらしい。大学卒業後、二年間は

必然とは、偶然をよそおってやってくるもの。
「ネパ

そのまま東京にて、板前として居酒屋で働いていたそ

ールから手招きをされている気がする。」学生時代に

うだ。このまま東京での生活が続くかと思いきや、転

たまたまネパールを訪れたのも、手招きされていたか

機は突然訪れた。

らかもしれない。
（熊谷 和泉）
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安心して生活できる幸せ―トランバン・ミン

戦争の記憶

日本という異国での生活

ミンさんは壮絶な戦争時代に生きた経験を、惜しみ

1975 年にベトナム戦争が終結を迎え、1981 年、30

なく語ってくれた。ベトナム戦争が始まったのは、ミ

歳の時に日本にベトナム難民として入国。そしてすぐ

ンさんがちょうど学生の頃。高校は卒業までいかず、

に 2 年ほど日本の会社で働くことになる。といっても

2 年の時に南ベトナム軍に入隊。空軍基地の所属だっ

日本語はままならず、最低限の意思疎通をすることが

たため、戦場へは行かなかったが、敵に襲われること

やっとだった。その後、東京国際救援支援センターに

もあった。

て 3 か月間の日本語を学ぶ機会を経て、浜松に移るこ

北ベトナムの勝利によってベトナム戦争は終結。敗

とになる。

北した南ベトナムに住む人々は、北ベトナムからの残

ちょうどその頃、浜松の三方原にベトナム難民援護

虐な“復讐”から逃れるために、祖国を離れざるをえな

施設が設置されたということと、浜松は工業がさかん

かった。脱出すら困難な中で、一緒にいた家族や親せ

で仕事を見つけやすいのではないか、ということが移

き達と生き別れ、大海原にぽつんと小さなボートで流

り住む決定打となった。実は三方原にはカトリック教

されること 5 日間。この先どうなるかわからない、と

会もあった。ミンさんは特に熱心な教徒だったことも

いう不安の中、奇跡的に日本行きの大型貨物船に遭遇、

あり、そこへ住み込むように。

その大型船に引き連れられること 1 週間。少なくとも

1986 年にはそこを拠点として静岡県ベトナム人協

計 12 日間は、海の上で生きるか死ぬかに直面してい

会を創設。日本語やベトナム語の教室、イベントを開

た。そんな話を聞いて、今の自分の生活をどうして不

催し、来日したベトナム人への支援、また地域の人々

満だといえるだろうか。

との繋がりを作ることに貢献してきた。

彼は言う。
「戦争自体が終わっても、まだ完全には終
わっていない。市民レベルで、北からの復讐が、差別
や迫害という戦争として続いている。」と。

（熊谷 和泉）

Profile トランバン・ミン
ベトナム南部出身。カトリック教徒。
ベトナム戦争後の北部からの迫害を逃れるために祖
国を離れ、1981 年来日。日本にベトナム難民として来
た後、
1986 年には日本で初のベトナム人協会を設立。
ベトナム人のコミュニティをつくる。
現在、静岡県ベトナム人協会の代表、海の星修道院の
管理人をしている。
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行動すれば変わる―原田

博子

Profile 原田 博子（はらだ ひろこ）
愛知県名古屋市出身。浜松に来て、母親たちによる子
育ての提案型市民活動に出会い、自身も参加。2000 年
から NPO 法人アクション・シニア・タンクの事務局
員として NPO 活動を開始。2005 年、子育て情報サイ
トぴっぴを立ち上げ、独立。翌年、NPO 法人はままつ
子育てネットワークぴっぴを設立、理事長として就任。

地道に続けることが結果を生む
「子育てする親に優しくないな。」これは、浜松に来

意外なところで負けん気を発揮

て原田さんが感じたことである。ちょうど、同じよう

名古屋市で生まれ育ち、大学入学を機に大阪へ。幼

に考え、行動している人たちの活動に出会い、自身も

少期には田んぼでカエル取り、男友達とキャッチボー

加わるようになった。そんな中、浜松の子育てに関す

ルなど、男女問わず遊んでいた。中学・高校では自分

る情報は探しづらい、中身がわかりにくいなどという

はおとなしめだったと語る原田さん。大学では、臨床

課題が浮上。それを改善すべく、子育て情報を集約し

検査を専攻。今でいう「リケジョ」だ。軟式テニス同

たサイトを作ろう、という動きが出てくる。

好会にも入るが、同好会という名の「部活」だった。

このポータルサイト作成は、原田さんが所属してい

初心者として友人と入った原田さんは、
「文武両道」を

た NPO が、行政と協力して行うという事業の一つだ

掲げる同好会で、精神面でも相当鍛えられたそうだ。

った。そこで、原田さんがプロジェクトリーダーを務

大学卒業後はしばらく大阪で働き、参加していた硬

め、今では独立を果たした。行動するときは、個人で

式テニスのサークルでご主人と出会う。いざ結婚とな

声をあげるのではなく、団体で声をあげる。個人では

った時、6 歳年下のご主人の家族からは猛反対。二年

ただのクレームになりかねないからだ。同じ思いを持

ほど、ご主人の実家にはあいさつに行かせてもらえな

つ人が一緒になり、地道に調査や呼びかけをすること

かったそうだ。そんな状況を打破した原田さん。女性

で、結果はあとからついてくる。実際、以前所属して

の強さともいえるだろうか。

いた市民活動では子育てをする親の意見を集め、また

妊娠してすぐ、ご主人の大分への転勤が決定。移り

アンケートをしてその調査結果を市に提出。子育て中

住んだ場所は、名古屋とも大阪とも全く異なる「田舎」

の親は何を求めているのか、なぜそれが必要なのか、

だった。大分での 2 年半は完全専業主婦。ママ友を作

実態を示すものはあるか、などは一朝一夕でわかるも

りたくても近所に同年代の人は少なかった。また子ど

のではない。コツコツと積み重ねた努力はいつか実績

ものサークルを通して自分の友達作りを試みるも、子

となる。

どもがずっと泣いていては、かえってそのサークルに

「若い人が浜松の外に出ても、戻ってきてくれれば

行くこと自体がストレスにもなった。孤独な育児＝

いい。外で刺激を受けることは良いことだから。ただ、

「弧育」を実感した。その後、ご主人の転職をきっか

帰ってきたときに安心して子育てできる環境を整え、

けに今住んでいる浜松へと来ることになる。

次世代に引き継いでいきたい。
」
「“出生”のまち」を目指して自ら行動し前進し続け
る原田さんの姿勢は、浜松で子育てをしたい、と思う
人が増加することにつながるだろう。
（熊谷 和泉）
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“好き”という直観を信じて―竹下
自立心をもつ

泰弘

やらないと絶対に後悔する

「 ち ょ う ど 僕 が 中 学 生 の 時 に 、 “X JAPAN” や

大学でも軽音部に入るなど、ギターは好きだった。

“LUNA SEA”が流行っていてね～。
」これらのバンド

ただ、それを仕事にするという選択肢は現実的に厳し

が人気を集めていた時代、自然と周りの友達も楽器を

かった。大学卒業後の進路を親に相談するも、
「ギター

やる子が増え、竹下さんもギターにはまっていった。

じゃ食えないよ」と言われる。

竹下さんの親世代もギターが流行った時代で、ギター

卒業後は、旅行会社に就職。顧客の新規開拓、営業

を持つことはあまり珍しくなかったそうだ。

の仕事をしていたが、一年で、その仕事には見切りを

自分のことを、
「協調性があまりなく、集団でいつも

つけた。
「仕事はやってみないとわからない」というス

行動するというのが好きではなかった」と振り返る竹

タンスだったのでやってみた。しかしやってみたら、

下さん。どこか、なぜか独自性を尊重していて、その

つらく思うことの方が多くなった。だんだんと今の仕

せいで単独行動が多かった、と苦笑しながらも答えて

事をやりたくないと考えはじめ、「自分は何をしてい

くれた。どっちかというと、やんちゃなわるガキ。昆

るのだろう」という思いに駆られるようになった。会

虫や自然が大好きで、秘密基地を作ったりもした。た

社のために自分が搾取されている気がしてきて、毎日

だし一人で。

過ごすのが自分のためになっていない。「これがスト

好きなことだから一人でも楽しめた、というのもあ

レスとなる反面、好きなことがより明確になった。
」逆

るのかもしれない。好きという気持ちがあれば周りの

に、自分がワクワクする感覚が研ぎ澄まされたという。

ことなんか気にならない、それは子どもの時であろう

竹下さんの好きなもの。ギターに対する情熱は高ま

と、大人になってからであろうと変わらないようだ。

るばかりで、いてもたってもいられなくなった。会社

幼い頃からの単独行動の傾向は、潜在的な自立心だっ

を辞める直前の数か月は、図書館でギターの製作に関

たようにも感じられる。竹下さんの好きな言葉は「群

する本ばかり読み、インターネットでカナダのギター

れない・慣れない・頼らない」だ。一言で「自立して

製作学校を発見。そして一年間の会社員生活に終止符

いる人」、といっても様々。竹下さんが目指す「自立」

を打ち、職人の世界を学ぶためにカナダへ。

は「
『エネルギーと食べ物を自分でつくりだせる』
、で

カナダでの経験も、帰国後のギター製作会社での経

きることならそんな風に自分もなりたい」と、語って

験も、費やした時間が自分のためになっていくことを

くれたのは印象的であった。

実感。好きなことだからこそ、一瞬一瞬が学びだと感
じられ、続けられる。実に素敵な生き方だ。
（熊谷 和泉）

Profile 竹下 泰弘（たけした やすひろ）
磐田市出身。大学卒業後、旅行会社にて営業を経験す
るも、自分はギターが好きだということを再認識。ギ
ターの製作法を学ぶためにカナダへ。帰国後は、ギタ
ー製作会社でアコースティックギターとウクレレの
製作を担当。そして「竹下楽器 BLUE STRINGS」を立
ち上げて独立。現在は浜松に工房を移転。
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自分のできることを精一杯やる―山崎

新二

Profile 山崎 新二（やまざき しんじ）
浜松市出身。
船が好きでヤマハ発動機株式会社の舟艇事業部に勤
務し、船のメンテナンスの一員としてアメリカで行わ
れるアメリカ―ズカップへ参加。
その後、ヤマハ発動機株式会社の IM 事業部へ異動し、
今では工長を務める。

何事にもチャレンジする心
家族を守る優しいお父さん

工場の組立現場の中で一番上の工長という立場に
いる山崎さん。｢すごいですね｣と私が言うと、山崎さ

山崎さんは姉と妹 2 人の 4 人兄弟の 2 番目として生

んは｢すごくなんかない。立場に上も下もなくてみん

まれました。一番下の妹には生まれつき障害があり、

な仲間だから｣とずいぶん謙虚な姿勢でいらっしゃい

そんな中、山崎さんは理解力のある兄として妹の面倒

ました。さらに仕事について価値観を聞くと、好きな

を見ながら育ちました。さらに中学、高校時代には部

ことをやって、食べていける人はごく一部。好きなこ

活動に励み、特に高校時代は部長を務め、責任感を持

とじゃなくても、与えられたことを目いっぱいやって

つようになったといいます。現在ではご結婚し、2 人

いかなければいけない。「持っている能力を出さない

の子どもを持つ立派な父親として、ヤマハ発動機で働

と失礼だよ」とおっしゃっていました。そして「何事

いています。最近では息子のバレーボールの練習に付

もチャンスがあればやった方がいい。そうして自分の

き合うなど父親の鏡のような優しい父であり、小 6 の

強みを作っていくんだよ」とおっしゃられ、自分の仕

息子さんと、高 1 の娘さんが元気の源だそうです。

事に対して、すごく真面目に取り組んでおられました。
そんな山崎さんの仕事のターニングポイントは、海
の F1 と呼ばれるヨットレースのメンテナンスメンバ
ーとしてアメリカへ渡ったことだといいます。行くか
どうか悩んだが、行ったことで多くの経験ができた。
そのときの経験から、自分の強みを生かせる分野で勝
負していこうと思い、仕事を真面目にするようになっ
たそうです。これも山崎さんの何事にもチャレンジす
る心があったからこそ、素晴らしい経験が得られたの
だと思います。
（早川 裕介）
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グローバルな意識を―小川

学生時代

泰志

勉強は死ぬまで必要

みんなが知っている会社、ヤマハ株式会社へ勤める

また、教養の他に今の学生に必要なものを尋ねると

小川さん。大学時代はどんな学生でしたかとお伺いす

小川さんは｢これからの学生は、グローバル化に対応

ると、小川さんは｢学生時代は旅行とかしてばっかり

していくのは必然！そのためには英語は最低限必要

でした。今考えるともうちょっと一般教養とか勉強し

だよ。自分の思っていることを英語で伝えられるよう

ておけばよかった。｣とおっしゃっていました。そして

にならなければいけない。英語ができるのは当たり前、

就職する学生に対して｢昔の企業は学生に学校の勉強

できなきゃハンディになる。｣とおっしゃっていまし

をしっかりやっていることを求めていなかったけど、

た。たまに東京へ出張に行くことがある小川さんは、

現在は、ちゃんと一般教養をしっかり勉強している即

東京で日本人でも英語で海外の人と話しているのを

戦力の人材を選ぶ傾向が強いと思う。昔みたいに遊ん

よく見かけるそうです。それに比べ浜松ではそういっ

でいてもいい時代は終わったからしっかり勉強する

た光景を見かけることは少なく、浜松の人はグローバ

んだよ。特に教養として知っておいた方がいいことが

ル化に対しもっと危機意識を持たないといけないと

たくさんあるから。｣とのアドバイスもいただきまし

感じているそうです。そして｢これからはグローバル

た。

の時代だから今の学生はグローバル化に対応できる
ようにならないといけない。｣ということを何度もお
っしゃっていました。それに語学はもちろん必要でそ
こにコミュニケーション力・思っていることを相手に
伝える力が学生には大事と教えていただきました。
また、お仕事で大変だったことはありますか？と尋
ねると、小川さんが海外駐在員責任者だったころに年
上の外国人の部下と一緒に仕事をすることが大変だ
ったそうです。言いたいことを言わなければならない
が、なかなか伝えにくかったとおっしゃっていました。
また海外によく出張をなされるそうで、アジア圏では
face to face が大切であり、そこでもコミュニケーショ
ン力がやっぱり必要だと感じるそうです。
（早川 裕介）
Profile 小川 泰志（おがわ やすし）
東京都出身。
関西学院大学 法学部。
ヤマハ株式会社に勤務し、浜松のグローバル意識に危
機を感じている。
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自分が信じたものが正解！―青山

弥生

Profile 青山 弥生（あおやま やよい）
浜松市出身。
ローランド D.G.株式会社に勤務。
アメリカに 10 年間住んでいた経験がある。
現在では事業企画、開発企画など幅広く仕事をしてい
る。

視点が違っておもしろい
現在のお勤め先で事業企画、開発企画など幅広い分
野で仕事をしている青山さん。「普通は会社の中でそ

17 歳で留学

れぞれの分野で分けられていますが、私の会社は違う

急な東京出張の後で時間は午後 8 時にもかかわら

と感じます。今、所属している部署は、技術者、理工

ず、快く取材を受け入れた青山さん。そんなパワフ

学系の方が多く、自分とは違う視点を持つ分野の方々

ルな方の幼少期、学生時代はどのようなお子さんだ

と仕事をしています。それがとてもおもしろいです！」

ったのだろうか？

と、何事に向かっても前向きな姿勢で挑戦する青山さ

「今とは逆で、非常に静かな子でした。段々と成

んらしさを感じた。日本に戻ったときは日本語を忘れ

長するにつれて、変わったのかもしれません(笑)」

ていたというが、どうやってそれを取り戻したのだろ

小学生から高校生まで所属していた合唱団で海外の

うか？

方と接する機会があり、そこからグローバルな事に

「最初は浜松国際交流協会（HICE）の方の紹介や、

興味を持ったとか。17 歳で留学を決意し、行った先

自ら契約を取って子供に向けて英語の授業をしたり、

はアメリカのカリフォルニア州。「特に大きな理由

大人の方を対象にビジネス英語を教えていました。あ

はなかった。そこから大学に行き、就職し、なんと

の頃は、英語が分からなかった方々と出会ったからこ

なく 10 年間が過ぎた。」という。学校で専攻したこ

そ、学んだことがたくさんありました。そうやって教

とも理由に、専門はマーケティングとデザイン。

えているうちに取り戻して、自分の専門が活かせる仕

「学生時代は 3 人でアパートをシェアし、生活して

事に就きたいと、今働いている所にいます。最初の頃

いました。10 年間ずっと同じ地域に住みましたね。

は『ほうれんそう』も知らなくて、その意味を当時の

（笑）アメリカに居た期間が長すぎて、日本語が

上司に尋ねたら、びっくりされました！（笑）
」と意外

段々と抜けてしまって、家族と電話で話す時はいつ

だった。
今、こうして大学で勉強している皆さんに何かメッ

も互いに電子辞書引きながらしゃべっていまし

セージを一言頂けますか？とお聞きしたところ、「自

た！」なんてエピソードもあったとか。
―大学生活はどのように過ごしていたのか？

分が信じたものが正解！あと、大人になると遊ぶため

「夏休みや冬休みも無く授業を受け必死で卒業を

のプランなどを立てなきゃいけなくなるから、大人っ

する、と励んでいました。インターンをしていると

て大変ですよね（笑）
」と答えた。もっと自分を信じる

きは朝から仕事に行き、夕方から授業を受けたり。

ことの大切さを考えさせられた出会いだった。

なので色んな方と接する機会がありました。」
（ミウラ サユリ）
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本気さがあれば何でもできる―袴田

自分の真実と向き合う

光

怖いところに飛び込む

『いまを生きる』という映画を見て俳優になりたい

―学生が今やるべきことはなんですか？

と思った袴田さん。
『いまを生きる』に登場する「先生」

学生の時は感受性も豊かで、吸収力もあるから経験

のような笑顔になる人になりたい。そう思い、俳優を

したら大きな財産になると思う。だからなんでも怖が

志した。

らず経験してほしい。僕も今でも怖いところに飛び込

大阪の高校を出ている袴田さんは、個性を表現する

むように言い聞かせています。去年初めてプロデュー

ことが自然な大阪文化の中で青春時代を送った。その

サーにも挑戦しました。今まで演じることしかしてこ

影響もあって自分を表現するという道を選んだ。いろ

なかったので、すべてが初体験で苦労も多かったです。

いろ考えてできなくなるより挑戦してみようと思っ

学生のときになんでも経験しておけばそのあと生き

た。その後、俳優になるためにちゃんと俳優について

るんだと痛感しました。だから苦労と思ってもきっと

勉強をしようと考えた。俳優養成所に三年間通った。

それが社会で出たときに大きく助けてくれると思い

この経験は俳優としての基礎だけでなく今につなが

ますよ。役者も人生も死ぬまで終わりがないので僕は

るとてもいい時間だったと話す。

飛び込み続けます。

―俳優になってよかったですか？

―袴田さんにとって浜松は何ですか？

俳優になってすごく自分が変わったと思います。根

自分にとって浜松は愛する人たちがいるので特別

本は変わってないと思うんですけど、自分の真実に対

な場所です。大阪に行っていたときも東京にいる今も

してまっすぐ向き合うようになったと思います。今思

浜松の人として生きています。だから浜松が寂しくな

えば、俳優になってから「いまを生きる」の先生のよ

るのは寂しい。「自分が今まで浜松の外に出て培った

うな笑顔を舞台の上で自然とできていたような気が

ものを活用して浜松を元気づけたい。浜松に恩返しし

します。

たい。
」そう力強く話した。
（三浦 理沙）

役を演じて経験した「体験」は自分が「体験」する
と同じくらい自分に残るそうだ。いろんな役を演じる
ことで、人間としての幅もすごく広がっていると思う
という。

Profile 袴田 光（はかまた ひかる）
浜松市出身。21 歳で初舞台。
その後、
『The Winds of God』
『Waiting for the sun 天
気待ち』
『SUKIYAKI』など数多くの舞台に出演。
2015 年、映画『のれそれ』では、出演のみならずプロ
デューサーにも初挑戦。 今年、東京公開予定。

©2015, yow takahashi (ROOSTER)
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チャレンジし続けたい―瀧本

陽一

Profile 瀧本 陽一（たきもと よういち）
浜松市出身。
建築や都市計画を大学で勉強。
浜松市役所建築指導課（現在の建築行政課）
、国体の事
務局に配属後、アメリカのニューヨークで海外研修。
その後、企画調整部国際課での勤務を経て、現在、産
業部観光・シティプロモーション課に所属。
※記事は、国際課勤務時のインタビューを基に作成。

まちづくりへの思い

常に新鮮なこと新しいこと

幼い頃、アクトシティや中田島へつながる道路等の

「新しいことにチャレンジしたい」と力強く話した
瀧本さんは、浜松市役所企画調整部国際課で活躍して

開発によりまちが変化していく様子を身近で体感し、

いる方だ。国際課には主に浜松に住む外国人とよりよ

まちづくりに関わりたいという熱い思いを抱いた。

い生活の実現を目指す「多文化共生」と「海外都市等

大学で建築や都市計画を勉強し、浜松市役所に就職

との交流」の二つの役割がある。これらの活動は国際

した。建築指導課（現在の建築行政課）での勤務を経

課だけが関わっている活動ではない。国際課はこれら

て、国体の事務局に配属された。ちょうどそのとき市

の分野において、ほかの部署の取りまとめ役として浜

役所の海外研修の機会があった。「浜松の発展にとっ

松市全体の発展につながるように日々試行錯誤して

て海外との関係は、今後一層重要になるだろう。
」とい

いる。

う考えのもと、この機会に自ら手を挙げ、応募した。

「学生時代は受験や就活のような夢について考え

1 年間東京で、2 年間アメリカのニューヨークで研修

なければいけない状況におかれる。しかし、社会にで

をした。実際海外で住んでみることで旅行では気づか

てしまうと、そのような機会がない。そのため、自分

ない体験をすることができた。自分自身が海外で生活

で作る必要がある。私は、5 年ごと目標を定めて、そ

し、
「外国人」になることで多くの発見があった。その

れが実現するように最善をつくす。また常に新鮮なこ

ときに味わった思いは今も心にある。「様々な経験を

と、新しいことにチャレンジしたいと思っている。
」

することは物事を判断するときに役に立つ。」そう話

同じことをやることは簡単だし楽である。しかし、

す。同じ考えを持った人が集まるより、異なった経験

そうではなく、常にチャレンジし続けていきたい。そ

や意見、価値観を持った人が集まって話し合ったほう

のような思いが瀧本さんの活躍に現れているのかも

がよいものが生まれるという。

しれない。
市役所へ就職希望の学生さんへメッセージ

「市役所の職員は、常に自分たちのまちのことを考

「市役所で働きたいという思いや動機がしっかり

え、仕事として関わることができる。市役所の仕事は

していれば大丈夫。その思いが強ければ勉強も頑張れ

創造的な仕事であると思う。
」

る。ぜひ頑張ってください。」

自分自身が役に立っていることを実感することは
簡単ではないが、少しでもまちのために役に立てるこ

（三浦 理沙）

とができるように努力しているそうだ。
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常に新しいことを―二橋

好きこそものの上手なれ

教正

物事を詰めていくことが好き

「まずは注染がどのようなものか案内するね。」と

染物屋さんは実はあまり生地には詳しくない。しか

いって私に二橋染工場を案内してくれた。その目はと

し、二橋さんは生地にも興味をもった。注染で使う生

ても輝いていて、どのくらい注染が好きか伝わってき

地の多くは「綿」や「麻」である。しかし「ポリエス

た。この方は注染職人の二橋さんだ。

テル」や「化学繊維」にも染めてみた。このようなこ
とをやる人はあまりいなかった。だが、自分の思い付

大学を卒業した頃、この工場を継ぐ者として、工場

きや発想を大切にした。

で働き始めた。はじめはただ働いていただけだった。
でもやっていくうちに注染の面白さに気づいた。

「誰もやったことないことに興味がある。」そう話

「手染めは同じものはできない、それぞれちょっと

す。とにかく思いついたらまずやってみるのだ。染め

ずつ違うから面白い。
」

るほうでも、ザクロで染めてみたこともあるそうだ。
このように実験をとことんやる。もちろん仕事の時間

注染は文字通りに染料を注いで色を付けていく。そ

にはやらない。自分の時間にやっている。

のため、ほかにはない「柔らかいぼかし」を作ること

「僕にとって注染はもう仕事というよりは趣味み

ができる。

たいなところもあるね。
」と嬉しそうに話していた。

職人の生活は朝 8 時の工場を動かすことから始まる。
染めたり、染め方を教えたり営業をしたりする。17 時

―何を考えて作っているのですか。
ありきたりだけど「日々精進」かな。

には終わるが、残りの仕事や見積もり、片付け、明日
の準備をしていると遅くまで工場にいることが多い。

夢は、
「もう無理かもしれないけどもちろん“ヨーロ
ッパのデザイナーから声がかかること”
」という。日々
新しいことを考え、大きな夢をもっている。
高校生に注染の実演を行ったり地域のお祭りに参
加したりして、より多くの人に知ってもらえるような
活動もしている。
（三浦 理沙）

Profile 二橋 教正（にはし のりただ）
浜松市出身。
大学卒業後、二橋染工場で板場の仕事の練習からはじ
める。
現在、株式会社二橋染工場代表取締役。
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自分の可能性を信じてほしい―金城

アイコ

Profile 金城 アイコ（かなしろ あいこ）
ブラジルのサンパウロ出身。
ブラジル人学校と日本の学校で働いていた経験があ
る。
現在は NPO 法人「アラッセ」の理事長を務めており、
6 歳から 18 歳までの児童・生徒の教育支援を行って
いる。

簡単だと思うかもしれませんが・・・

活発で男の子っぽい性格でした！
私は初めて日本の学校に入学した時からずっと「ア

なんでこの仕事に至ったのですか？と尋ねたとこ

ラッセ」で勉強をしていて、今はこの教室で教える側

ろ、
「最初は 15 年前にブラジル人学校で主に事務の仕

に回った。アイコさんには今でもたくさんお世話にな

事をしていました。後は小さい子どもたちのサポート

っており、彼女がいなければ、私は大学に入っていな

だとか、子どもたちの送迎をやっていた日本人の方々

いと思う。こうして改めてお話しを聞くのは何か変な

に指示を出したり、話したりもしました。そしてリー

感じがする（笑）
。子供や学生の頃はどんなお子さんだ

マンショックの時にブラジル人生徒が減って、事務の

ったのだろうか？

仕事が出来なくなりました。そして日本の学校でサポ

「活発で、男の子っぽい性格でした（笑）
。4 人兄弟

ーターとして働くことになりました。日本人の子ども

で私が唯一の女の子でしたからね。家に泥まみれで帰

たちのサポートもしていました。ブラジル人が日本の

ったこともあります（笑）
。母には『もう、男の子みた

学校に入るときの思いと現実が違って、それでいじめ

い！』といつも怒られていました。弟は体が弱かった

にあったり、日本語ができるのにあまり相手にされな

ので、彼のケンカを買ったりもしましたね。
」と、とて

かったりした時には、
『なんとかしなきゃ』と思いまし

も意外。
「学校に関しては小学生の時は普通でして、た

たね。
」と純粋な思いから今に至った。
アラッセではどんな仕事をされているのか？を改

だ算数が苦手でしたね。中学校が大変でした。算数も
苦手で、テストの時はいつも遅くまで勉強しました。

めて尋ねた。
「午前中はプレ（就学前の子どもたち）を

母がいつも勉強を見てくれましたが、本当に厳しくて、

教えたり、午後は教室のコーディネーターを務めてい

赤点を許さなかったです。特に九九が大変でした！」

ます。簡単そうな仕事だと思うかもしれませんが、そ

と、数学が今でも苦手な私と共通点を見つけることが

うではないです。
」と多忙な毎日を過ごしている。
「で

できた。

も教室の子どもたちはみんな仲が良くて、ここに来て、
できることが増えるのを見るとやっていて良かった
なと思います。
」
（ミウラ サユリ）
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やっていて良かった―牧原

ケン

2 つしゃべれるのはすごいこと

あまり違いを感じなかった
急な雨で電車などの遅れが生じ、バスも 1 時間に 2

―では、どのようなきっかけで消防士になろうと思

本しかない、自然が豊かな天竜区。30 分ぐらい約束の

ったのか？
「日本にずっといると思い、20 歳の時に日本国籍を

時間に遅刻したにもかかわらず、快く取材を受けて頂
いた牧原さん。

取得しました。ずっと小さい頃から日本にいて、自分

小学校 3，4 年生から日本へ来たとのこと。

は日本人だという認識ですので、ブラジルで就職する

「日本語は全く分からなかったです。しかし、ブラ

ことを考えませんでした。日本人にしかできないこと

ジルと日本の学校の違いはあまり感じなかったです

をしようと思い、公務員になりました。
」とその時はま

ね。
」

だ消防士になろうと考えなかったそう。「小学校から

ブラジル人学校と日本の学校に通った私が、初めて

学校がずっと同じだった先輩が消防士で、私に声をか

このように答える人に会えた。牧原さんは向こうで日

けました。あまり深く考えずに試験を受けましたが、

本人学校に通っていたこともないというので、それも

合格して今はこうして働いています。」

また驚きだった。

―この仕事をやっていて、良かったなと思ったこと

―牧原さんはどうやって日本語を覚えたのか？

は？

「両親がある程度しゃべれていたので、教わったり

「ブラジル人の方を運ぶ時があって、私がポルトガ

して、そしてあまり記憶に残っていないのですが、ブ

ル語をしゃべれると知ったときは喜んでくれて、嬉し

ラジル人の先生が日本語を教えている教室に通って

かったですね。やっぱり私もそうですが、言葉が分か

いたことがありますね。学校でも外国人の子どもたち

らないと不安ですし、分かってくれる人がいれば安心

だけを集めて、授業もしたりしていましたね。
」

感がありますよね。
」と感動的な場面も。

―幼少期はどんなお子さんだったのだろう？

―私みたいな外国籍を持つ学生にメッセージを！

「普通の子でしたね（笑）
。部活は野球で、中学校に

「母語を忘れないほうがいいですよ！2 つの言語を

上がってからキャプテンになりました。そして、高校

しゃべるのはすごいことです。コンプレックスに思っ

までは行きましたが、成績はあまりよくありませんで

ていると思うけれど、それは武器。私自身も恥ずかし

した。
」と意外な答え。
「その後は派遣で車の部品を作

くて、日本語しかしゃべらなかったのですが、今は後

る工場に就職しました。
」

悔しています。
」
私も頑張らなくてはと考えさせられた。
（ミウラ サユリ）

Profile 牧原 ケン（まきはら けん）
ブラジルのサンパウロ出身。
小学校 4 年生で家族と来日。
20 歳で日本国籍を取得。
現在、浜松市消防局 天竜消防署 本署/消防士。
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自由自在に音を彩る―嶋倉

了

Profile 嶋倉 了（しまくら りょう）
大阪府岸和田市出身。放任主義で高校教師の父と、ガ
ミガミ言いつつも、やりたいことをやらせてくれる母
に育てられたという。

「調律師」とは、ピアノのお医者さん
「調律師とはピアノのお医者さんである。」ピアノ
の調整、調律、整音を手掛けつつ、職人として日々の
勉強を怠らない。浜松のドレミ楽器に入社してからは、
日々偉大な職人たちと出会い、刺激を受けてきた。5 年
ほど経ってからは「静岡県の名工」と呼ばれる丸山好
洋さんから念願の指導を受け、腕を磨いている。
調律師という仕事の深さを感じさせられるような
言葉があった。
「ピアノって、調律師によって、ものす
ごく音が変わるんです。」

自由に過ごした毎日から、職人の道へ
学校を卒業できるか留年かの瀬戸際だと言われた

調律が主な仕事であるが、実は音の響きには正解が

ほど、勉強もせず、学校も行かず、友達と遊んでいた

ない。深く響いたり、少しこもったような音になった

高校時代。一浪して経済学部のある大学に入学したも

り、部品を手入れするだけで音はどんな色にも変化す

のの、経済には興味がなく、2 年間在学して退学して

る。鍵盤の重さを変えるのも調律師の役目だ。つまり、

しまった。在学中から始めたガソリンスタンドのバイ

調律師において、その仕事が成功だったか、失敗だっ

トに日々明け暮れ、フリーターとして毎日を過ごして

たかを決めるのは、最終的には依頼主なのだ。
「以前、

いたある日、小さいころ習っていたピアノの先生に、

『調律してもらってからピアノの音が変わってしま

「車をいじることが好きみたいだけど、ピアノをいじ

った。
』と相談にいらっしゃったお客さんがいました。

る仕事もあるんだよ」と教えられた。それが“ピアノ

そこで要望をききながら音色を調整したところ、『あ

の調律師”という職業を知ったきっかけである。昔か

あ、よくなった！ありがとう。
』と感謝されました。調

ら物をいじることが好きだった嶋倉さんは、調律師と

律師の好みではなく、お客さんの好みの音を作り出す

いう職業に大いに惹かれた。今までを振り返ると、い

ことが大事です。
」

つも自分の側にあったものは音楽だったと気付いた

嶋倉さんに「憧れる人はどんな人ですか？」と尋ね

のだ。それから親に頭を下げ、京都ピアノ技術専門学

たところ、
「両親です。
」という答えが返ってきた。
「自

校に入学した。今思い返しても誇れるくらい、在学中

分の好きなことをさせてくれて、波乱万丈な人生をい

の 2 年間は一生懸命勉強したという。学生時代の勉強

つも支えてくれた両親に対し、直接は言えないですが、

嫌いは嘘のようだった。在学中から卒業後は、楽器の

とても感謝しています。
」とはにかんだ。現在嶋倉さん

街、そしてピアノの聖地である「浜松」に就職しよう

には、20 歳のときから連れ添ってきた奥さんと 2 人

と心に決めていた。すべての過程を終え 27 歳、嶋倉

の幼い娘さんがいる。
「自分も両親のように、夢を支え

さんはここ、浜松にやってきた。

てあげられる親になりたいです。
」と笑顔で語った。

（林 典子）
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“強み”を生かす人が、憧れであり理想像―青島 一樹
地元で経験をいかしたい

自分の成長を感じる仕事

青島さんは小さい頃から外で遊ぶことが大好きで、

青島さんは 2007 年に入社してから、浜松駅前のバ

夏も冬も外へ飛び出していった。もともと両親が旅行

スターミナル、運輸事業部、人事部人事開発課を経て、

好きで、小さい頃からよく色々な場所へでかけた影響

現在の人事部人事政策課に所属している。それぞれの

もあり、高校生の時には、自分はどこかの旅行会社に

配属先によってやる仕事は異なったが、この企業の仕

勤めるのではないかな、と何となく思い描いていたと

事には大きな特徴があるという。それは若いうちから

いう。

大きい仕事を任され、スタートからゴールまでを、中

大学生になり、名古屋の大学へ進学し、経済学部に

心的役割を担って携わる経験ができること。以前青島

所属した。キャンパスライフを 4 年間名古屋で過ごし

さんが運輸事業部にいた頃、IC カード読み取り機「ト

たものの、青島さんは地元に帰ろうと考えていた。い

ップタッチ」というナイスパスの利用促進機器の導入

つしか地元地域に密着した仕事をしたいと考えるよ

をした際には、メーカーとの交渉から機器のデザイン、

うになっていったのだ。ゼミでは地域活性化政策の考

お客様への宣伝告知まですべて手掛けることになっ

案をテーマにし、地元密着企業はないかと探し始めた。

た。もちろん先輩や他のメンバーにも手助けしてもら

そして見つけたのがこの遠州鉄道株式会社である。

うことはあるが、ほとんど自分が中心となってその企

遠鉄グループは、鉄道やバスなどの運輸事業だけで

画を実現させる。苦労もたくさんあったが、
「自分が正

なく、百貨店、食品スーパー、レジャーサービスなど

しいと思ったらやってみろ。」という先輩の言葉もあ

地域に密着した事業を手掛けており、多彩な事業を展

り、最終的には企画を具現化させた。先輩の強い後押

開している企業である。経営理念は「地域とともに歩

しとやり遂げる経験が、自分を大きく成長させ、自信

む総合生活産業として社会に貢献する」という、青島

がついたという。今まで仕事をしてきた中で、青島さ

さんの関心のある分野がひとつになったような、理想

んにとって印象深かったエピソードは何だったか？

的な企業であった。

と尋ねると、バスターミナル勤務時代の出来事を語っ
てくれた。「バスターミナルでの仕事は日々お客様か
らお問い合わせをいただいて、応対をするという、現
場の最前線のお仕事でした。時には、うまく応対でき
ず、お客様からお叱りを受けることもありましたが、
次第にお客様に『ありがとう』
『助かったよ』とお言葉
をいただける場面が多くなり、成長を感じました。
」
人事部では、以前は新卒・中途採用の担当、現在は
人事制度の策定や従業員の勤怠管理などを主な仕事
としている青島さんに、企業が求める人物像を尋ねた。
「自分の強みとする部分を理解し、活かそうとする
人ですね。また、自分なりの視点で物事を考えられる
人です。そしてもちろん、絶対この会社に入りたいと
いう強い意志を持った人こそが、企業の求める人物で

Profile 青島 一樹（あおしま かずき）

す。」

磐田市出身。2007 年に遠州鉄道株式会社に入社。

気さくな雰囲気の中にも、どこか芯の強さを感じさ

現在は人事部人事政策課で活躍している。

せる青島さん。これからも個人として、企業の一員と
して、地域を盛り上げていってくれるに違いない。
（林 典子）
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アウトフローの原則―鈴木

諭

Profile 鈴木 諭（すずき さとし）
浜松市出身。
高校卒業後はイギリスの学校に進学。帰国後、日本で
の数年間の会社員経験を経て、父の経営する株式会社
鈴三材木店の 2 代目代表取締役として就任。
浜松の活性化にも積極的で、「遠州バザール実行委員
会」の実行委員長も務めている。

「徳」を伝える
イギリスから帰国したのは、日本の大学の学年とし
ては 4 年生の 8 月。日本の大学生たちは就職活動をほ
とんど終えていた。鈴木さんはというと幸運にも、帰
国直後の 9/28 に、とある会社で面接、10/1 にそこか
ら内定をもらった。会社員時代から常に考えていたの

リセットするなら、環境を変えること

は、
「世の中には原理・原則がある」ということ。“与

高校時代まで野球に打ち込んでいた、と言う鈴木さ

えたら戻ってくる”これもその一つだ。鈴木さんは、ま

ん。中学生の頃にはキャプテンや生徒会長を務めてい

ず与えることから考える。
「インフロー、つまりもらっ

たのだそう。しかし、本人曰く“かなり傲慢”だったら

てから返すのではなく、アウトフロー、自分が何かを

しい。
「どちらかというとワンマンな方で、リーダーシ

することで自分に何かが返って来る」ことを意識して

ップというより協調性が薄かった。」今は株式会社鈴

いるという。

三材木店の一社員として働く当時からの友人たちに

「今の若い人たちは、もらうことを先に考えて、与

は、
「あの時のお前ならついていっていない」と言われ

えることを後回しにしている人が多い。」これは鈴木

たこともあるそうだ。

さんから若者に対するメッセージだ。“給料をもらうか

そんな鈴木さんのターニングポイントは、高校卒業

ら会社に貢献する”のではなく、“会社に貢献をするか

後のイギリスでの約 4 年間の生活である。
「誰も自分

ら、その報酬として給料をもらう”。こう考えながら働

のことを知らない、そんな環境に置かれることで、今

いている人々は、どれほどいるのだろうか。

までの生き方がリセットされる。」鈴木さん曰く、
「知

鈴木さんの考える世の中の原理・原則は、浜松の活

識がついた」時が変わるターニングポイントだという。

性化にもつながっている。また東日本大震災をきっか

イギリスでの生活を通して、“起因に立つ”ことを学

けに、どれだけ人に支えられているか、ということ、

んだ。自分ごとになり、主体性をもち、あらゆる側面

“人と人とのコミュニティ”である地域のつながりを、

から物事を見られるようになったのだ。それは後の会

改めて見直し、
「遠州バザール」という地域に根ざした

社員・代表取締役としての行動に大きな意味をもつこ

イベントを開催するに至った。

とになる。

地域を自分ごとに考えるからこそ、鈴木さんの挑戦
は続く。
（熊谷 和泉）
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常に前へ―高橋

興味の先に

葉

我慢×努力＝忍耐

学生時代は、剣道部で部活動に励んでいたと振り返

22 歳から 25 歳の時には、スペース管理のアシスタ

る高橋さん。夏休みを使って、4 か月間オーストラリ

ントとして働いていた。仕事に追われ、忙しかったと

アへ留学したことも。高校を卒業後は、東京工芸大学

は言うものの、充実していた。その後、師匠のもとで、

で写真学科を専攻。
「他の人と違うことがしてみたい。」

カメラマンとしての道を究める。以前よりさらに忙し

そんな思いからの選択だった。当時、やりたいことが

くなり、睡眠時間は平均 2～3 時間。
「つらくてやめた

浜松ではなく東京や大阪にあると考え、大学入学をき

い」と思うこともあった。しかし、高橋さんに「やめ

っかけに上京する。しかし、進学した学科は写真のエ

る」という判断はなかった。
「やめるって何か逃げるみ

リートたちが集まるような場所。専門的に写真を撮る

たいで、こんなやつにチャンスはない」と思ったそう

ようなことは今までなかった高橋さんは、そんな自分

だ。

と周りを比べてしまう。完全に「うちのめされた」と

どうやったらプロとしてクオリティを上げられる

いう。

か？それは、
「みんなより知識があって、実現するもの

そんな中、大学 3 年でカメラマンを志す出来事にあ

だ」と、高橋さんは言う。時には我慢をして、まじめ

う。当時、レンタル機材関係でインターンシップをし

に仕事をしていれば、技術は身につけられる。努力を

ており、テレビや芸能関係に携わる人々と接触する機

惜しまなければセンスは磨ける。この気持ちが、どん

会が多かった。そこから、その華やかな世界に魅了さ

なにつらくても決してやめないで、カメラマンとして

れ、「いつか自分もカメラマンになりたいと思うよう

続けてこられた芯の部分であろう。

になった」と語ってくれた。そしてちょうど、カメラ

27 歳で独立したが、その直後の半年間、仕事はゼロ

マンのアシスタントのバイト募集を大学の求人掲示

だった。自分が撮りたいものだけを撮っていてもだめ。

板で見つけ、応募。女子学生限定だったが、何とか頼

「人に求められるものを自分で、写真という作品とし

み込み、カメラマンへのきっかけをつかみ取ったのだ。

てつくらないと。」いくら努力しても求められるもの
が撮れない、それはまだ準備が不十分だから。
とにかく、全力で 20 代を走り抜けた高橋さん。だ
からこそ、現在は高橋さんの写真が「今」の写真、
「求
められている」写真になっているのかもしれない。
「将来的には、浜松でも写真を撮りたい。」野心溢れ
る姿勢を、ぜひふるさとの浜松に持ち帰ってほしい。
（熊谷 和泉）

Profile 高橋 葉（たかはし よう）
浜松市出身。フォトグラファー。
東京工芸大学芸術学部写真学科を卒業後、アシスタン
トを経て独立。
現在は、人物写真を中心に、ファッション・ポートレ
ート・広告撮影など、幅広く活動中。
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どこに楽しさを見つけるか―白井

成治

しかし、プライベートチームではレースメカニック
の仕事と、一般修理のバイクを取り扱うバイク屋も兼
ねており、夜遅くまで仕事をする事で身体を壊してし
まい、実家に戻ることになった。この時 29 歳。
「30 歳
までに自分のバイク屋を開く」夢があったが、挫折し
た白井さんは、家業の繊維業界に戻ってきた。
「今の仕事も楽しいけど、しっかりメリハリつけて
やっているよ。
」
現在の仕事は主に、問屋さんがメインになってしまい、
一般ユーザーとの関わりがない。だから、問屋さんに注

Profile 白井 成治（しらい せいじ）
浜松市出身。

文をもらう商品作りになってしまう。だが、それではだ

白井商事株式会社 取締役。

めだと白井さんは教えてくださった。
「イベントを立ち上げ直接消費者の声を聞きたい、
浴衣の産地でもある浜松をもっと地元の人に知って

趣味から派生した仕事をしてみたかった。

もらいたい。」大事なものこそ見えにくいのかもしれ

白井さんは現在、浴衣を卸販売している実家の白井

ない。しかし、白井さんはそこを見定め、着実に進ん

商事株式会社で働いている。

でいっている。

自分もここで知ったが、浜松は浴衣の一大産地であ

バイクのメカニックは趣味で今も続けている。ここ

る。そんな浴衣を全国の問屋さんに卸しているのが白

も、メリハリである。

井商事株式会社である。現在、浜松で注染そめの職人

「高校時代はこれといってやりたいことがなかっ

や、取り扱いメーカーが減少しているなかで、白井さ

たが、いまでは、浴衣の産地でもある浜松を浴衣で盛

んは浴衣の復興のための活動も行っている。

り上げたい。
」白井さんは、バイクのことを話している

実は家の仕事を引き継ぐ為に、学校を卒業してすぐ

時と同じように話してくださった。

この会社に入ったわけではなかった。なんと、もとも
とはバイクのメカニックをしていたのだ。

自分のやりたいことは口に出して言っていく。

高校を卒業してすぐは、お父さんの紹介で繊維業界

若い人に何かアドバイスはありますか？と伺って

に修行に出たが、１年半でバイクに目覚めた。
バイク屋で働きながら整備士の免許を取得する。バ

みたところ、「若いからこそ色々やってみてほしい。

イク屋で働いている時、レースメカニックバイクに憧

色々やってみないと色んな人に出会わない。人と人と

れていた為、8 時間耐久レースのメカニックとして、

の繋がりはどこでできるかわからない。失敗は失敗で

YAMAHA にアルバイトとして入り、そのまま正社員

はなく、成功へのノウハウの蓄積でもある。交流して

として入社した。

いくなかで、仕事としても人としても成長していくと
思うよ。ぜひ楽しんでほしい。
」

「メーカーのメカニックの世界は、全て分業で歯車
の一つと感じてしまった。もっと自分の腕を磨きたい、

色んな違った経験をしてきた白井さんだから言え

メーカーと勝負したい」と、プライベートチームのメ

ることなのかもしれない。自分自身、色んな挑戦をし

カニックへ移籍した。

ていくことをもっと大事にしていこうと感じた。
（石原 尚馬）
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誰かに感謝される仕事に、誇りを持つ―金原 悠登
人と触れ合う仕事に就きたい

正義感と高い倫理観

小さい頃から人と話すのが大好きだった。外で遊ぶ

重要なキーワードは“正義感”である。金原さんに

ことやスポーツも好きで、5 歳から始めた水泳は、大

とって正義感とは何か？を尋ねたところ、このように

人になった今でもずっと続けている。「昔からメリハ

返ってきた。
「私にとって正義感とは、正しいことを、

リをつけるようにしていた。
」と話す金原さんは、勉強

意識することなく当たり前のように行動できる想い

も短期集中型だったという。ただ、昔から警察官を目

です。警察官はみな強い正義感を持ち、日々勤務して

指していたのかといえばそうではなく、小さい頃は数

います」。正しい“正義感”をもって行動できる人物が

学の先生やコックさんに憧れていたのだそうだ。

警察官としてふさわしいのだ。

しかし大学三年生の就活の時期、金原さんは「本当

金原さんは警察署の交通第一課に所属しており、主

に自分がやりたいことはなんだろう。」と改めて考え

に取締や事故防止を呼び掛ける仕事をしている。

た。数学や物理は興味があったが、仕事としてやるこ

仕事をする中で何か失敗談はあったか？を尋ねた

とは違うのかもしれないと思い始めた。そこで今の警

ところ、
「失敗はあってはならないのです。」という回

察官という仕事が頭をよぎった。

答であった。一体これはどういうことだろうか？

この頃金原さんはバイクに乗ることが好きで、いつ

「警察という仕事はその場所、その時間、その状況

のまにか白バイに憧れを持つようになった。また、地

によって判断をしなければならないことばかりです。

元の温かさを思い返せば、人と触れ合う機会のある仕

何を選択するにも責任が伴います。個人レベルでいえ

事の方がいいのではないかと考えた。

ば数え切れないほど小さな失敗をしています。しかし

小さい頃、警察という存在は別次元のことのように

県民の皆さまにご迷惑をかけないため、組織として確

感じていたが、就活を目前に、
「現実的に職業として、

認を繰り返しすることで、仕事での失敗防止を心掛け

警察官になりたいと思った」そうだ。金原さんは元々

ています。
」

地元の静岡に帰ろうと考えていたため、埼玉から静岡

また、こうも力強く語った。
「私たちは常に『高い倫

に戻り、今の職業に就いた。

理観』を持ち、自分たちの行動に自信を持っています。
」
私たちが困った時、助けてほしい時、当たり前のよ

Profile 金原 悠登（きんぱら ゆうと）

うに警察に頼れるのは、警察官ひとりひとりが行動に

浜松市出身。引っ越しや進学の関係で埼玉県に住んで

責任を持ち、高い倫理観を持っているからなのだ。

いたが、生まれ故郷での人と人とのつながりの深さに

「時に警察官は嫌われ役にもなります。しかし、時

惹かれ、また浜松の地に帰ってきた。

に親しまれる存在でもあります。交番勤務の時にもよ
く近所の人と話をすることで、名前を覚えてくれて、
遠くから「金原さん！」と名前を呼ばれたりもします。
何でもない時に『いつもありがとう。』と感謝されるこ
ともあるんです。感謝される仕事ということで、とて
も誇りをもっています。
」
現在、月曜から金曜は日勤で、6 日に 1 回は当直と
いうことで泊まりの勤務もしつつ、休日はバイクに水
泳、スノボなど日々を充実させている金原さん。
「今で
もメリハリはしっかりつけています。趣味のバイクと
白バイは違いますからね。
」
（林 典子）
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誰もが活躍できる場を―堀

永乃

グローバル人財サポート浜松

「自己実現を果たしたいと考えている外国人や学
生をサポートする人が他にいなかったから」と、この

この出来事はグローバル人財サポート浜松を設立

仕事を選んだ理由を話す堀さん。「外国人に日本語を

したきっかけだ。

教えることは他の人にでもできる。でもみんなが活躍

現在、私たちの活動 Spot Write をはじめ WISH、

できる場を増やす仕組みを作ることは誰もができる

CORES、ハロー砂山というボランティア事業に関わ

ことではない。私は誰もが活躍できる場をつくりたい

る多くの学生たちが堀さんのもとを訪ねる。学生はな

の。
」

ぜ堀さんのもとを訪ねるのか。なぜ「グローバル」に
行くのか。学生に聞いてみた。

86 歳のおじいちゃんとの出会い

「堀さんに会って、人に感謝できるようになった。
」

ブラジルへ行く機会があった。日系人向けの介護施

「一人で悩まず人と話すことや仲間を信じること

設で草むしりをしている浜松市出身のおじいちゃん

の大切さがわかった。」

に出会った。挨拶をして自分も浜松出身であることを

「本当に『よくしたい』と思っている人がたくさん

伝えると「浜松にいるブラジル人を頼むね」と言われ

集まる場所だから。
」

た。帰国したことをおじいちゃんに電話で伝えようと

「グローバルの扉を開けると、大学にいる自分とは

したら、私が帰国した次の日に亡くなったと聞かされ

違う自分に出会えるから。
」

た。あの「浜松にいるブラジル人を頼むね。
」という言

「人前で話すことなんか出来なかったのに、堀さん

葉が、まるで遺言のように思えた。
「これは何かしなく

に会ってグローバルにきて、今では人前で余裕を持っ

ちゃ。」と思った矢先に起きたことはリーマンショッ

て話すことができるようになった。
」

クだった。

最後に「私たち学生が今やるべきことは何か？」と堀

「そのあとはドラマだったね。
」

さんに尋ねてみた。

職がない、食べ物がない、寝る場所がない明日の見

「たくさんの人に会うこと。先行投資だよ。大人に

えない人が目の前にいて、助けを求めていた。でも私

飲み会誘われたら断っちゃだめだよ。あとは海外旅行

には何もできなかった。私は彼女らに仕事をあげられ

のような学生のうちにしかできないこと、新しい自分

るわけではない。生活するためのお金をあげられるわ

に出会うことをやるんだよ。」

けでもない。
「何とかしなくちゃ」と思った。そこで就
労支援のための日本語教育をやる必要があると浜松

（三浦 理沙）

市役所へ直訴した。この在住外国人の就労支援と日本
語教育が組み合わされた活動は、おそらく堀さんが日
本で初めて行った人である。
Profile 堀 永乃（ほり ひさの）
沼津市生まれ（生まれてすぐに大阪へ）
。
幼少期を枚方市で、その後浜松市で育つ。
（公財）浜松国際交流協会にて日本語教育支援や国際
交流等の事業を企画・運営。
「グローバル人財サポート浜松」の立ち上げに参画。
現在、在住外国人の支援として介護職員初任者研修や
大学生らの次世代育成を行う。
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将来のお仕事の役に立つお話が聞きたい…
具体的な将来のビジョンが描けない…

素敵なお仕事をしている方たちとお話してみたい！！

そこのあ・な・た！！

学生記者、
募集中！

私たち学生記者と一緒に、浜松で素敵な仕事をしている大人を取材して、一
つの冊子を作りあげませんか！？自分の将来のキャリアビジョンを描くた
め、就活前に貴重なお話を聞けるチャンスです！！！！！！男女、学年問わ
ず大！大！大！募集中！！
応募はこちらまで!!

学校名・学年・氏名・連絡先 記入の上
info@globaljinzai.or.jp まで
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