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寄稿特集

子どもの教育は想像力を養って欲しい
執筆：速水林業 代表

速 水

亨 さん
速水林業の森林には多くの子どもたちが訪れます

いつく

想像力・慈しみ
「わかすぎ」の創刊号には、昭和48年から昭和53年まで三重県青少年育成県民会議の会長を務めさ
せていただいていた父が寄稿しています。親子で林業以外の冊子に書くのは初めてです。

◆自然から時間を越えて生活を見る
私が青少年の育成を考えるときには、やはり自然という側面から見ます。例えば、子ども達に自然
を考えてもらうときは、それぞれの生き物との関連の中に自分たちの今の生活があるというところを
理解してもらうことが大切です。それとともに人々の長い歴史の中の一瞬を今我々は生きていると言
うことも大事です。
たとえば、海を考えてみましょう。この辺は山と海が短い川で直行しています。降ったばかりの雨
水と一度森林を経由して流れ出た水では成分が違って、ミネラルと言われる金属塩基類は森林土壌を
通過すると増加し、それに反して水の富栄養化の一つの原因である窒素やリンは減ります。森林の土
壌は針葉樹でも広葉樹でも下草が繁茂し落ち葉がふかふかの土壌を作っていれば水は浸透します。そ
れにより、雨水は人にとっては美しく、美味しい水になり、自然
に対しても豊かな川となり、海も生き物の豊かな海となります。
しかし流域の人間活動の方が強い影響を与えます。いくら森林
の効果があるとはいえ、農業で必要以上の肥料や農薬を使ったり、
生活排水の流入やゴミを捨てたりすることの方が、よほど影響が
大きいのです。
このような一連の関係を具体的な問題と共に子ども達に想像さ
せることが大事です。
そして、今この地球上に生きている我々は、もし200年後に同
じようにこの地球に住む人々が海の資源を使おうと思ったら、ど
のようになっているのだろうと想像し、世代間の平等を確保する
ように努める必要があります。

◆紙や木材から世界を見る
紙の原料のチップや木材は、今日本で使われている木の７割以
※創刊号はHPからご覧いただけます。
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上が海外から輸入されています。その中で２割程度が違法に伐ら

れた木だと言われていますが、違法に木を伐ると言うことが単に森が無くなることだけに留まらず、
その森に依存して暮らす人々の生活を脅かします。森からの薪や水が手に入らなくなり、それらを得
るために一日の多くの時間を重い荷物を背負って運ぶこととなります。その結果、女性は体をこわし
たり、子ども達は教育の機会を失ったりします。結局貧困の連鎖に巻き込まれ、子ども達は都会に売
られて児童売春を強要されたりします。我々が何気なく使っている輸入木材や安いからといって買う
コピー用紙にそのような危険性があると言うことをもっと知る必要があります。
日本の食生活や日常の生活は、海外の生物多様性を犠牲にすると共に、弱者の人権を侵して成り立
っている可能性があると言えます。

◆時間を越えて空間を越えて想像する
貿易を通じ社会はますます複雑になって、全てを理解することは不可能でしょう。しかし、自分達
の日常が、この地球上の様々なところと関係を持って維持されていることや自分たちの今だけではな
く未来の社会、未来の子ども達にも関係していることを知ること、つまり時間的な広がりと空間的な
広がりを身の回りから想像できる機会を与えることが、これからの社会を作る青少年には必要です。
そして地球は自らを含め様々な命の集まりです。人の命はもちろんのこと、生きとし生けるものに
慈しみの心を持った優しい人に育って欲しいです。
「 Think
実は我々大人は、それを意識しないままに今を迎えています。「 Think Globally, Act Locally 」

about the Future, Act Now 」この二つでしょう。

◆楽しみながら若者が育つ
私が地元に帰ってきて、自分の森林を使ってオートバイ
のレースを始めました。私もオートバイが好きでバイク屋
に通う間に、みんな走る場所があれば楽しむことができる
のではと思い始めました。結局、地元のバイク好きが集ま
り、クラブ組織として若い人たちもレースの参加者として、
あるいは運営側として参加するようになりました。険しい
林道をライダー一人で８時間走りきると言う過酷な耐久レ
ースでした。ちょうど28歳から48歳なるまで20年間続けま

「林道８時間耐久レース」／三重県・紀北町にて

した。全国的にも有名になり、夏の風物詩となり、今は亡くなった河島英五が参加してテレビ番組も
作られました。途中からは地元の方々に運営を任せるようになり、若い方ががんばっていました。
若者が黙々と厳しい道で何度も転びながらも周回を続けている姿は、心に訴えかけるものがありま
すし、学校では味わえない目的意識や満足感を得られるのだろうと思いました。
ふ かん てき

◆自らを俯瞰的に見ることの出来る人
青少年が育つ環境づくりには、自分たちの価値観だけに固執することなく、その価値観を含め、自
分自身を社会の一人として俯瞰的に見ることの出来るような人間に育つような環境を整えていく必要
があります。
最後に２冊の本を薦めます。一つは有島武郎の『小さき者へ・生れ出づる悩み』、もう一つはロバ
ート・シルヴァーバーグの『地上から消えた動物』どちらも読んで考え、記憶に残っています。
編集部より

速水亨さんは、三重県・紀北町で江戸時代（1790年創業）から続く「速水林業」の９代目の代表です。速水林業は、
2000年２月、日本で初めて世界的な環境管理森林の認証である「 FSC 認証」を取得。2001年には朝日新聞の「明日へ
の環境賞」森林文化特別賞を受賞されています。また、先代の速水勉さんは、三重県青少年育成県民会議の第２代目
会長として長年青少年健全育成についてご尽力を賜った方でもあり、本誌「わかすぎ」の創刊号（昭和53年２月）の
発刊にあたっても、ご寄稿を頂くなど大変なお力添えをいただきました。
速水林業についての詳しい情報は、速水林業ホームページ http://www.re-forest.com/hayami/ をご覧ください。

わかすぎ 第132号

3

0～17:00

児童健全育成事業

���� みえこどもの城�ってどんな�ころ�
松阪市中部台運動公園の中にある

松阪市中部台運動公園の中にある子どものための大型児童館。 雨の日でも安心！

子どものための大型児童館。
“��！���！���！”のいろいろ

お弁当を持ってき
みる！ つくる！ あそぶ！ のいろいろなメニューがそろった参加体験型の屋内施設。
なメニューがそろった参加体験型の屋内施設。

■開館時間／9：30〜17：00
■休館日／月曜日 ･ 祝日の翌日 ･ 臨時点検日 ･ 年末年始
■入館無料（但し利用コーナーによっては参加費が必要）
■休館日/月曜日･祝日の翌日･臨時点検日･年末年始

メント
スタッフからのコ

�のコメント

ドームスクリーン映画

銀河鉄 道 の 夜
の城のドームスクリーンは

で県内最大の大きさです！

る満天の星空は最高ですよ！
ドーム��ターより
ⓒＫＡＧＡＹＡ studio

スクリーン映������の��

（土･祝）上映スタート

りません

てね！
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上映中

〜平成25 年
４月上旬まで
※料金、上映時間等、
詳しくは、お問い
合せください。

ｵﾘｼﾞﾅﾙｷｬﾗｸﾀｰ
“しろぼ”

雨の日でも安心！

オリジナルキャラクター しろぼ
■入館無料（但し利用コーナーによっては参加費が必要）

みえこどもの城の

クライミングウォール

直径22ｍで県内最

うわぐつを持ってきて

ドームスクリーンは

を体験したい人は必ず

大の大きさです！

くださいね！

そこで見る満天の星

空は最高ですよ！

ドームシアターより

プレイランドより

ふわふわ遊具、すべり台など室内遊具がある
ので雨の日でも遊べます。平日はすいている
ので小さいお子さまも遊びやすいですよ。
����ンドより

ふわふわ遊具、すべり
台など室内遊具がある
ので雨の日でも遊べま

す。平日はすいている
ので小さいお子さまも
遊びやすいですよ。

プレイランドより

児童健全育成拠点事業

つかえ

る！

ネットワーク事業紹介

県内地域のいろいろなところに、工作、各種ステージ、遊具あそびなどの体験をお届けし、子どもたちが心身とも
に豊かに成長していくことのできる環境づくりを支援しています。
＜平成24年度現在の運営内容＞

地域協働事業

講師派遣・遊具貸出事業

移動児童館事業

県内地域で実施される恒例
のお祭りや催事などに当館
が参画し工作ブースを出展
したり、各種ステージをコ
ーディネートします。

子どもを対象としたイベン
トや祭事のために、講師や
出演者等を派遣したり、遊
具を貸し出したりします。

主催 者 側に 指 導者 が 不在
の、地域子育て支援イベン
トや子どものための催し、
子ども会のイベントなどに
出向きます。

地域児童館等
ネットワーク強化事業
県内地域とのネットワーク
強化のためにその拠点とな
る児童館（児童クラブ含む）
に出向きます。

実施メニュー

マジックショー

人形劇

こうさく

カプラ
ネットワーク事業の
ご利用方法

0598-23-7735
（9：30～17：00）

TEL.

まずはネットワーク担当までお電話
ください。日程等調整をさせていた
だきます。

講師・指導者登録・紹介
県内の各種講師や出演者、指導者等を紹介しています。※講師料有償となります。
また、同時に講師・指導者となっていただける人材を募集し、登録しています。

講師登録
募集中！

ボランティア募集中！
子どもたちといっしょにすごそう！！
オリジナルキャラクター

シルル

ＭＡＰみえこどもの城では、高校生〜80代の
方まで多くの方々が活動しています。

運営支援ボランティア
企画イベントボランティア
講師ボランティア

工作の補助、子どもの見守り（プレイランド）などをお願いしています。
得意分野を活かしてイベントを行っていただいています。
例）
「みんなであそぼっ！」
「ピアノであそぼう」など
子どもたちの先生として活躍しています。

例）サイエンスボランティア講師
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つかえるレシピ

■対象年齢：６歳〜
■作業時間：約30分

つ く つ て あ そ ぼ う !!

紙皿まわし を
つくってみよう !
つくりかた

1.

2.

紙皿のウラに両面テープ
を貼り、紙皿２枚を重ね
るようにして両面テープ
で張り合わせる。

できた！

■用意するもの
・紙皿………２枚
・紙コップ…１個（90ml 用が望ましい）
・はさみ
・わり箸……１本（先が少し細くなったもの）
・両面テープ
・マジックペン

4.

紙皿に絵を描いて完成！

紙コップの底だけ残してはさみで切る。

3.

２で作った紙コップの底を、紙皿
ウラの中心に両面テープで貼る。

紙皿のウラに貼った紙コップの
底のふたにわり箸を引っかけ
て、手首を回しながら紙皿をま
わしてみよう！

みえこどもの城への

よくあるご質問

みえこどもの城には食べ物の販売はありますか？
原則ありません。お弁当の持込は可能ですので、ご持参ください。
飲み物の自動販売機は１Ｆと２Ｆにあります。
※日曜日のパンの販売、松阪商業高校物販サークル ｢あきない屋｣
の営業がある場合があります。

みえこどもの城ではどんな体験ができますか？
オリジナルキャラクター

チャーレ

工作をしたり、プラネタリウムを見たり、壁登りをすることができ
ます。お子さまの年齢等に合わせてその日の体験メニューをご案内
しています。まずはエントランススタッフにおたずねください。
※体験メニューは有料

三重県児童館連絡協議会とは
県内唯一の大型児童館である「三重県立みえこどもの
城」に事務局を置いています。県内児童館が相互提携の
もとに児童館の普及及び活動の充実発展を図り、児童の
健全育成に寄与することを目的とし、次の事業を行なっ
ています。
（１）児童館事業に関する調査研究
（２）児童の健全育成に関する活動の普及啓発
（３）会員相互の情報交換
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（４）児童厚生員等職員の研修
（５）関係機関・関係団体との連絡・提携などです。
会員は三重県内の児童館であり、2012年４月現在、43
館の協力を得ています。
＊活動の詳しい内容は、三重県児童館連絡協議会事務局
（みえこどもの城／電話0598-23-7735）まで、お問い
合わせください。

青少年育成事業
平成23年度 財団表彰
平成24年３月１日（木）、三重県青少年育成市町民会議連絡会総会において、子ども
若者の育成支援に関し、特に顕著な業績がある方々を表彰しました。
（敬称略）
◎個人／育成活動
中村 正隆（桑名市）
白木 裕智（鳥羽市）
松井まつみ（尾鷲市）
中森 玉子（熊野市）
◎個人／社会奉仕活動
坂本 純平（尾鷲市）＊写真右
◎団体／育成活動・家庭健全化活動・環境浄化活動・社会奉仕活動
新田・光ヶ丘青少年育成町民会議「ふれあいの会」
（尾鷲市）

中学生のメッセージ2012（第34回少年の主張三重県大会）結果（賞順・発表順／敬称略）
賞
最優秀賞
優秀賞

優良賞

名前
山口 彩華
落合沙央理
西村 望夢
堀木 和奈
濱田
樹
田中 優衣
玉置 琴音
辻 真理奈
吉田奈都子
佐藤 俊祐
森 裕希美
笹之内ゆき
小塩 敬介
冨澤 采華

タイトル
交通事故を起こさない
「靴並べ」
奉仕活動から学ぶこと
「私の夢」
「大きくなったら何になりたいか」の答え
「素直な心」
言葉を感じる
日本の原発再稼働について
本当の「絆」とは
日本語の乱れ
ケイタイの活用法
今わたしがするべき事とは
「これからの日本を支える税」
非行に走る少年とその環境

学校名
伊勢市立沼木中学校
津市立一志中学校
セントヨゼフ女子学園中学校
松阪市立中部中学校
三重中学校
セントヨゼフ女子学園中学校
紀北町立三船中学校
明和町立明和中学校
名張市立赤目中学校
鳥羽市立加茂中学校
四日市市立大池中学校
熊野市立有馬中学校
松阪市立大江中学校
津市立橋南中学校

学年

3
2
3
3
1
3
2
2
2
3
2
3
3
3

＊最優秀賞を受賞された伊勢市立沼木中学校３年 山口彩華さんの作品は、次号のわかすぎ（第133号）で紹介します。
◇協賛企業・団体紹介（順不同／敬称略）
(社)三重県薬剤師会・(株)第三銀行・(株)百五銀行・三重信用金庫・千巻印刷産業(株)・日本赤十字社三重県支部
(公社)三重県歯科医師会・ＮＰＯ法人三重県歯科衛生士会・三重交通(株)・三重県中小企業団体中央会
三重県信用農業協同組合連合会・パイロットインキ(株)津工場・(公社)三重県医師会・松阪東ロータリークラブ
松阪ライオンズクラブ・松阪中央ライオンズクラブ・松阪花しょうぶライオンズクラブ・伊藤印刷(株)・ (株)ぎゅーとら

「第５回 みえ青少年郷土芸能オンステージ」を開催しました
開催日：平成24年８月５日（日）
場 所：松阪コミュニティ文化センター
出演者のみなさん（出演順）
いま まち
さだ と
②貞都なかよし会（菰野町）
①今町い組太鼓部（尾鷲市）
かさ まつ
いつ き
③笠松かんこ踊り保存会（松阪市）④斎王の舞保存会（明和町）
じ け し し
りきゅういん
⑥おばた離宮院太鼓保存会（伊勢市小俣町）
⑤寺家獅子保存会（鈴鹿市）
＊特別ゲスト／亀山・シャイニング・ガールズ（亀山市）

寺家獅子保存会（鈴鹿市）

「平成24年度『家庭の日』絵画・ポスター展」がはじまります
三重県では、毎月第３日曜日を「家庭の日」として、明るく楽しい家庭づく
りを進めています。「家庭の日」に家族のきずなや、家族を支える地域の大切
さなどの理解を深めるために実施します。
展示期間：平成24年11月20日（火）～平成25年１月６日（日）
展示場所：みえこどもの城３F アートスペース他
表 彰 式：平成24年12月16日（第３日曜日）
場
所：みえこどもの城２F 舞台スペース
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平成24年度体制

平成24年度４月１日、公益法人になりました。

本年４月に三重こどもわかもの育成財団は、公益財団法人となり、６月に理事長に就任
いたしました。新財団を代表してご挨拶申しあげます。
子どもが育つうえで不可欠な人との多様な交流の機会が、核家族化や地域のつながりの
希薄化などを背景に少なくなっています。このような時代だからこそ家庭・学校・地域を
問わず、子どもたちに人とふれあい心通わせる場面をできる限り多く創ってあげたいと考
える大人は多いはずです。
財団では、「みえこどもの城」を拠点として地域の方々と共に効果的に事業を展開し、
子どもを豊かに育むという財団の使命を果たして参りたいと決意しております。
ご理解とご支援を謹んでお願い申しあげます。

太田栄子 理事長

広報誌「わかすぎ」
（第132号）
〈編集発行〉2012年（平成24年）10月

理事長挨拶

予算内訳割合
法人事業 ７％
収益事業 ３％

〔公２〕４％
〔公１〕73％

※〔公１〕
〔公２〕
〔公３〕は、公益目的事業の略です。

◇〔公１〕「児童健全育成事業」は、みえこどもの城の各施設を利用
した事業です。
◇〔公２〕「児童健全育成拠点事業」は、みえこどもの城を拠点とし
て県内の地域と連携しながら進める事業です。
◇〔公３〕「青少年育成事業」は、青少年育成市町民会議との連携、
青少年健全育成のための研修会・青少年への作品募集や地域への
支援活動を行う事業です。
◇「収益事業」は、物品等の販売を通じて、来館者にサービスを提
供する事業です。
◇「法人事業」は、当財団を管理運営する事業です。

役員紹介
＜理事会＞
役

職

＜評議員会＞
名

前

現職・元職名

（前）三重県健康福祉部こ
栄子 ども局長

太田

副理事長

水元

正

いなべ市青少年育成市民
会議会長

常務理事

宮崎

敏

みえこどもの城館長

理事

庄山

昭子 （元）中学校長

理事

谷川

憲三

株式会社第三銀行取締役
会長

忠明

公益財団法人岡田文化財
団事務局長・公益財団法
人三重県文化振興事業団
理事

理事

理事

中村

旭電気株式会社代表取締
役・みえ次世代育成応援
ネットワーク運営委員長

役

職

名

前

現職・元職名

評議員

中西

久雄

株式会社フレックスホテル代表取締役会長
松阪商工会議所特別顧問

評議員

杉木

幸一

三重信用金庫相談役

評議員

後藤

勝

評議員
評議員

大西
小林

清
雅典

評議員

奥田

治

評議員

田部眞樹子

評議員

高橋

評議員

村川

光久

評議員

岡

向井

（元）三重県教育委員会教
育長・公益財団法人三重
正治 県文化振興事業団副理事
長

評議員

哲 （元）斎宮歴史博物館長

評議員

錦 かよ子
山﨑 征子
森本 義次
亀井 敬子

監事

桂川

監事

村田

善清

税理士

評議員

㈱おやつカンパニー常勤顧問
岡三証券㈱中部地区担当常務取締役
三重県児童館連絡協議会会長
社会福祉法人明照浄済会明照児童館館長
三重県子ども NPO サポートセンター理事長

（前）三重県小中学校長会副会長
光彦 三重県教委小中学校教育課学力向上推進Ｇ
多気郡保護司会会長・三重県保護司会連合会常
浩 務理事・多気町青少年育成町民会議顧問
津市青少年育成市民会議顧問・津市社会教育振
光洋 興会理事

前田

評議員

新日本工業㈱代表取締役相談役・松阪ケーブル
テレビステーション㈱取締役会長

皇學館大学教育学部教育学科教授
高田短期大学子ども学科長
松阪市福祉部長兼松阪市福祉事務所長
三重県健康福祉部子ども・家庭局次長
（ H24.7.25現在）
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TEL.0598-23-7735（みえこどもの城）／0598-22-4911（青少年育成G）／FAX.0598-23-7792
E-mail：office@mie-cc.or.jp（みえこどもの城）／ ikusei@mie-cc.or.jp（青少年育成G）
URL：http://www.mie-cc.or.jp

理事長

理事

公益財団法人三重こどもわかもの育成財団
（みえこどもの城）

〔公３〕
13％

〒515-0054 三重県松阪市立野町1291
（中部台運動公園内）

〔公１〕児童健全育成事業
〔公２〕児童健全育成拠点事業
〔公３〕青少年育成事業
収益事業
法人事業（管理総務）

