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９ 中村文昭氏創立７０周年記念講演会「一つの出会いが人生を変える」

「一つの出会いが人生を変える」と言うのであれば、私の人生を変えたの

が、中村文昭氏である。その中村氏が、１０月２１日(金)、ついに石峯中学

校にやってきた！【右】

今から 遡 ること７年前、平成２１年の秋のことである。私は、講演活動
さかのぼ

などで全国を飛び回っている彼を、なかなかつかまえることができなかっ

た。すると、吉報がとどいた。北九州市内で講演会などを企画されている

「養心の会」の世話人である石丸龍氏（八幡東区日の出町在住、「トイレ掃

除で心磨き」などでも活躍中）からである。石丸氏には、講演会活動などで

大変お世話になっている。話によれば、中村氏がその年の１０月に、北九州

芸術劇場で講演されることになったのだ。

初めて聴く彼の講演の興奮を、今でも鮮明に覚えている。私は、楽屋に飛

び込み、後先考えずに、「私の尾倉中学校へ講演に来てください！」と

直談判した。そして、１校では経費面でなかなか実現できない講演会を、中
じかだんぱん

学校の校長先生方と連携した。石丸氏も後押ししてくださった。たまたま校

長室に学校紹介に来られた希望が丘高等学校の綾部武典先

生も、「私の学校も仲間に入れてください！今から帰っ

て、すぐ校長先生を説得します！」と賛同してくれた。そ

の結果、翌、平成２２年７月、市内中学校７校、私立高校

１校、計８校で講演して頂くことになった。実はこの時、

私は当時の校長と連携し、平成２２年７月１日に石峯中で

中村氏の講演会を開催していたのだ。

「一つの出会いが人生を変える」中村氏の講演会を聴

き、彼との出会いは、私自身の人生を確実に変えた。私は

今まで、講演会などを企画するような人間ではなかった

からだ。そして私は、「３年間に１回、中学校に中村文

昭氏を呼ぼう！」と決意した。３年間に１回彼を呼べ

ば、生徒の皆さんにとって、中学校在籍中に、必ず彼と

出会うことになるからだ。

「中高生に一度は会わせておきたい人物の親玉」みたいな中村

氏を、少し紹介する。

『彼はかなり変わった経歴の持ち主…。三重のど田舎に生ま

れ、猿とけんかの野生児生活を送ったのち、できすぎ君の兄を追

い、１８歳で家出同然に東京へ。父が「人のチャリ盗むな！」と

のみ書いて、細かく分解して送りつけてきた自分のボロボロの自

転車を組み立て、原宿めがけて飛ばしているうち、ブレーキがこ

われていたため、全速力で突っ込んだところがどうも防衛省だっ

たらしく、けたたましいサイレンの中、「止まれ！」と言われて

も足ブレーキなかなか止まれず、あっという間に拳銃・ライフルをつきつけた自衛官に取り押さえられ、「人に

だけは迷惑かけるな」が別れの最後の言葉であった母親に電話され、指紋押印・始末書作文のあと、兄の家に帰

る途中道がわからなくなり、自転車押してとぼとぼ歩いているうち警察官とすれ違い、昔から警察を見るとキョ

ドってしまうくせが出、「はい、止ろうか～」ときっちり止められ、「その自転車どこでとってきたのかな？」

【上】10月21日(金)本校創立70周年記念事業の一環として行っ
た中村文昭氏講演会では、藤木小学校5・6年生も招待。そして、
多くの保護者の方々にもお越しいただき、体育館は、笑顔と熱
気で溢れました【下】講演会終了後、中村氏のサインと握手、
激励を求めて、校長室から廊下へと生徒の皆さんの長蛇の列が
続いた。頂いたサインは、一生の宝物だ。
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と疑われ、いくら説明しても「自転車どろぼうは、みぃんなそんなこと言うんだよ

～。」と連れて行かれて、親はさっきの２０分後に、今度は警察からの電話を受け

とることになったというのが、文昭さん東京２日めの出来事で、結局、さっきも防

衛省で殺されそうになったという話から、そのおまわりさんと友達になり、パトカ

ーで家まで送ってもらい、いつでも遊びに来いよと言ってくれたからといって毎日

通い、鬱陶しくなったおまわりさんたちがバイト先をさがしてくれ、昼は日雇
うつとう

い、夕方からミスド、夜は焼鳥屋で働くうち、だんだん背中が猫背になりながら、

「俺はいったい何やってんやろ」とモヤモヤしていた頃、その焼鳥屋で偶然となり

に座った田端さんという人との出会いから、人生が変わった』というのがまくら

で、その人生の師匠田端さんから教わったことなどが、講演の内容である。

中村氏は、１８歳の時、焼鳥屋で人生の師匠田端さんに出会った。モヤモヤして

いた中村氏が、この師匠との出会いで心のスイッチが入り、話の途中から、涙がポ

ロッポロ出てきたという。彼は、その場で田端さんに「弟子にしてくれ！師匠と一

緒にいたい。」と泣きながら頼んだ。彼は、師匠

に惚れこんで働き始めた。師匠は４０歳を越えて
ほ

るなと思っていたら、実はまだ２６歳だった。そ

して何より師匠には、人が人を惹きつける魅力、
ひ

つまり「人間力」があったのだ。弟子入りを果た

した彼は、「俺は医者や弁護士にもなれないし、

どうせ俺はこんなんやし…」と思い込んでいた

が、人間を測る物差しは職業ではなく、職業では

測れない「人間力」があることを知るのである。

中村氏は、「人間、素

直であれ。夢がなけれ

ば、人を喜ばせろ。頼ま

れ事を一生懸命に、そし

て他の誰よりも早くし

ろ。役割は、人が与えて

くれる。雑用にこそチャ

ンスあり！」という人生

の教訓を学ぶ。そして、

「素直であれば人は必ず

変化できる。」と語った

彼は、人生を変える４つの秘訣を紹介し

ている。「①返事は０．２秒（損得を考えない） ②頼まれ事は試され事 ③できない理由を言うな（できない

理由がチャンスになる。「でも」を「こそ」に変えろ！） ④できないことを言う時間があれば、今、できるこ

とを捜して動け！」。

今回の石峯中学校での講演会では、主に、②の「頼まれ事は試さ

れ事」についてお話しいただいた。詳細は、生徒の皆さんの感想文

に紙面をゆずることにするが、彼は、「人には、１日に２０４回も

の頼まれごとがある。１日２０４回、有り難うと言われるような人

になれば、幸せを感じられる人になれる。人から頼まれたら、相手

の予想を上回るように全力でやる！」と言う。

そして、中村氏は、「医者や教師など夢に向かっていく生き方

は、目標達成型人生だ。夢がまだ決まっていない人は、天命追求型

人生を歩めばよい。人はできない理由を、いつも言ってしまう。『で

も』を『こそ』に変える。『でもー、時間がないから…』を『時間がな

いからこそ』に変え、人を喜ばせていたら、背中についている才能を、

他の人がきっと見つけてくれる。人が皆さんの才能を見つけてくれて、必ずチャンスをくれる！それが天命追求

型の人生なんだ。だから、人から頼まれたら、人を喜ばせるチャンスだ！と思おう」「職業は、星の数ほどあ

る。その職業の中で、人を喜ばせることが仕事である。例えば、美容師になることが目標ではない。美容師にな

って、幸せになることが目標のはずだ。美容師になって、本当によかったと幸せに感じる。それは、人を喜ばし

たかどうかである」と締めくくられた。

本年度、９月から１２月の４週にわたり、北九州市内の中学校２２校と高等学校６校、計２８校と連携し、中

講演会終了後、中村文昭氏との別れを惜しんで、見送りに集まった生徒の皆さん。
「人を喜ばせる」という中村氏の精神が、この子供たちから全国に広がっていく。

【上】３学期に入り、本校でもインフルエン
ザが流行しました。「インフルエンザにかから
ないようにしよう！」は必読！毎月「ほけん
だより」を発行される養護教諭都築桂子先生
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村文昭氏講演会「一つの出会いが人生を変える」を開催することがで

きた。特に若松区では、すべての６中学校と、高稜高等学校、若松高

等学校での開催が実現した。そして、本校では、創立７０周年記念事

業の一環として開催した。この間、１２０００人以上の小中高生、教

職員、保護者、地域の皆さんがこの講演会を聴き、心のスイッチが入

った。年間３００本以上の講演をされる中村氏。「人を喜ばせる」と

いう彼の精神が、今、全国に広がっている。

そして次年度も北九州市内の中学校や高等学校と連携して、また新

たな講演会を企画したいと思う。

「ひとつひとつの出会いを大切に」 ３年２組 Ｔさん
中村文昭さんの講演を聞いた日から、私は「頼まれ事は、試され事」に挑
戦しています。しなければならないことが増え、「めんどう」や「大変だ」
と感じることもあるけど、その分、その場の空気が温かくなる気がします。
「頼まれる」ということは、「相手から信用されている」「頼りにされてい
る」「試されている」ことだと分かったので、その事を忘れず、相手が期待
している以上のことができるようにしていきたいと思いました。また、「頼
まれ事は、試され事」を応用し、相手が見ていないところや気づかないとこ
ろでも、ちょっとした親切ができるような人になりたいです。

講演の中では、「人生の中で、出会うべき人には必ず出会う！一瞬早く
も、一瞬遅くもない！」という言葉も心に残りました。私達には、数か月
後、卒業というかたちでの別れがあり、入学式というかたちでの出会いが
あります。悲しいのか、わくわくするのか分からない複雑な気持ちです
が、この言葉のように人生の中にあるひとつひとつの出会いを大切にしな
がら生きていきたいと思います。
これから今回の講演で感じたことを忘れず、周りの人から頼りにされ、
自分の夢に向かって頑張ることができるような人になりたいと思いまし
た。有り難うございました。

「小さな頼まれごとは大きなチャンス！」
３年１組 Ｎさん

中村文昭さんの講演を聞いて、印象に残った言葉は、「頼まれ事は試さ
れ事」です。中村さんは、「師匠からいただいた言葉の一つ」だとおっし
ゃていました。私は、よく母に頼まれることがあったけど、何故か少し嫌
で、素直に受け止めることができませんでした。「えぇ！？」とか大きな
声で言ったり、「やりたくない」という気持ちを表情に出して、黙ってい
たりしていました。しかし、中村さんの講演で、「あれは試されているの
だと思えばいいんだ」と思いました。その講演会には母も聞きに来てい
て、私が帰ってきたとき、二人で、母「頼まれ事は？」、私「試され事」
と言い合いました。講演会の翌朝には、食事の後、皿洗いをしました。母
は、とても喜んでいて、私もすごくうれしかったです。
「頼まれ事は試され事」と思うのは、素直に受け入れられるので、良い
と思いました。これからも色々な人から頼まれ事をされた時は、試され事
だと思って、見返すつもりでこなしていきたいです。１日、２０４本もの
小さな頼まれごとや大きな頼まれごとがあという。小さな頼まれごとは、
大きなチャンスだと思って、取り組みたいと思います。

「３点セットの言葉を使わない！」
２年２組 Ｙくん

僕の一番印象に残ったのは、「頼まれ事は、試され事」というのもあっ
たけど、中村文昭さんがお店を出した時に言われた「絶対無理」「お前に
はできん」「世の中をなめるな」です。この三点セットは、中村さんの知
り合いから必ず言われた言葉です。そして、その言葉を言う人は、「やっ
た事がない人」だそうです。僕もその一人で、まだやってもないのに「無
理！」とか「できるわけない」と自分自身で言って、本当に今回の中村さ
んの話が心にグサッとささりました。これまで自分に言った数だけ、チャ
ンスをうばってきたような気がします。これから、３点セットの言葉を使
わず、チャレンジしていきたいです。
それから、この講演会で最も大事な「頼まれ事は、試され事」ですが、
そこまで本気で頼まれごとをしている人を初めて見ました。単純だけど、
誰も気づいていなくて、それが人生を変えるなんて驚きました。それに、
頼まれ事を毎回怠けずにコツコツとやってきた中村さんもすごいと思いま
す。でも一つ一つのことはすごく簡単なことなので、僕もそれを「無理」
と言わず、チャレンジしていきたいです。

【左】昨年夏の猛暑を覚え
ているだろうか。その猛暑
の中、3年教室の壁や掲示
板を全面補修される校務員
星野進先生【上】8月下旬、

完成した3年教室。しかし、それは、序章に過ぎなか
った。2年農泊期間中には、2年生教室、冬休み期間中
には、1年生教室が完成しました。有り難うございま
した。そして星野先生の情熱の眼差しは、まだまだ校
舎内外に向けられている！

【上から】9月27日3年生対象の「出前授業」の様子。
○希望ヶ丘高校「自動車」・エンジンを解体し、その構
造を調べました○希望ヶ丘高校「トータルビューティ」
・顔や手をマッサージするなど、エステを体験しました
○折尾愛真高校「看護」・血圧計や聴診器の使い方を体
験しました○自由ヶ丘高校「物理」液体窒素の実験。
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１０ 創立７０周年記念行事「大人としゃべり場」

私は、「大人としゃべり場」という企画の存在を、風

の便りで何とはなく知っていたと思う。ただ、直方市の

中学校で、広がっているらしいというぐらいの情報だ。

企画の中身や形態などは、よく分からなかった。自分自

身が、この企画を見学したり、体験したりしていないか

らだ。だから、本校で「大人としゃべり場」を、開催で

きるかどうかという判断もできなかった。

昨年度、学校では、１２月３日の職業人４１名にお越

しいただいたキャリア教育授業、１２月１１日の栗城史

多氏講演会「一歩を超える勇気」の準備がちょうど佳境
かきよう

に入っていて、当時の中野智実ＰＴＡ会長やＰＴＡ役員

の皆さんと「次年度、本校創立７０周年記念事業の企画

をそろそろ決めないといけないなぁ…」と、考えていた

時期である。

キャリア教育授業をお世話してくださった北九州キャリア教育研究会の福田百合加さん

から、連絡をいただいた。「校長先生、鞍手郡の小竹中学校が、『大人としゃべり場』を

１２月４日に開催するそうです。よかったら参加されませんか？」私は、「ぜひ参加しま

す！」とすぐに返事した。そして、小竹中学校の校長先生に参加のお願いをしたところ、

「小竹町内では、すでに小学校で２年間行われており、今回、中学校では初めての試みの

ため、卒業していく３年生を対象に行います」とのことだった。

小竹中学校で開催された「大人としゃべり場」当日。玄関前には

多くの車が駐車し、続々と大人たちが校舎に吸い込まれていってい

た。私もその流れに乗って会場の多目的室に入った。３年生が２学

級ということで、会場には２重に並べられた椅子の円が二つあっ

た。すでに内側の椅子には、大人たちでほぼ埋まっおり、会場は、

その大人たちの熱気で溢れていた。しばらくすると３年の生徒たち

が、やや緊張気味の面持ちで入場してきた。

進行役の方が、まず、心がリラックスするゲームを行う。その

後、「ルールは、最初に大人の方に聞きます。そのお題に対して、

１分間、前の生徒さんに語ってください。この１分間を長いと感じ

るか、短いと感じるかは皆さんにお任せします。次に、生徒の皆さ

んにお題を出します。同じように１分間で大人の方へ語ってくださ

い。それが終わりましたら、生徒の皆さんが立って、椅子ひとつ分

移動します」というトークフォークダンスのルールを説明され、

「大人としゃべり場」が始まった。最初は緊張した面持ちが、だん

だんお題が進むにつれ、笑顔や熱く語る表情に変わっていった。

「好きなタイプの異性は？」という問いに、「この年だからもう

顔じゃないんよ。やっぱり優しい人がタイプかねぇ」と、はにかみ

ながら語る女性。「普段、家族に言えない感謝の気持ち」の問い

に、「お母さんといつも喧嘩ばかりしているけど、本当は…」と、

涙をポロッポロ流しながら語る３年生女子。

小竹中学校で行われた「大人としゃべり場」の後半、振り返りの

時間。「普段、自分のクラスの生徒とひざを交えて、こんなに真剣

に、自分自身のことを語ったことがなかったけど、素敵な機会をい

ただき有り難うございました」とお礼を述べる３年の担任の先生の

言葉に、会場は拍手と笑顔に包まれた。ここで私は、この企画に、

完全にハマってしまっていた。

「大人としゃべり場」を運営されている「のうがた未来カフェ」

代表宇野紀子さんにも初めてお会いした。「来年、創立７０周年記

念行事として、ぜひ本校でも開催したいと思います。よろしくお願

いします」とあいさつした。会場を後にし、中野ＰＴＡ会長に、興

奮して連絡を入れた。「７０周年事業のいい企画に、たった今、出

会いました！」と。

【上】11月26日(土)に開催した本校創
立70周年記念行事「大人としゃべり場」
の様子【左】会の運営及びファシリテ
ーターをしてくださった「のうがた未
来カフェ」代表宇野紀子さん。
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６月、私は、沖田中学校３学年で開催された

「大人としゃべり場」にも視察に出かけた。偶

然、石峯中サポート会の村上宏彰前会長も参加さ

れていた。会の終了後、村上会長はニヤッと笑

い、「石峯中でも絶対成功しますよ。皆に参加す

るように声をかけます！」と言ってくださった。

本企画の開催に向けての期待が、ますます膨ら
ふく

んだ。

そして、運動会明けの１０月、満を持して
まん じ

「大人としゃべり場」の参加申込のチラシを、保

護者や地域の皆さんに配布した。

配布して１週間がたった頃だった。廣谷也寸志教頭先生の机の前

にある「大人としゃべり場」の参加申込回収袋の中を見た。まずは

保護者からと思っていた私の期待が、少ししぼんだ。今から考えれ

ば、なるほどと思う。「大人としゃべり場」という文化が、まだこ

の若松の地に根付いていない。そのため、「生徒の皆さんへ、いっ

たい何を話したらよいのか分からない」「中学生と話すなんて…」

など、不安が先にくる。「お題があって、それについて１分間話し

ていただければいいのです」ということが、参加したことがある私

だからこそ分かるのであって、１年前の自分へ急に参加を呼びかけ

られても、当然判断ができなかったと思う。「とにかく、企画その

ものが分からなかったんだ」と思う。そのためか、様々な学校の会

合でお声かけをしても、保護者の皆さんから、多分、引かれている

自分がいたような気がする。

１０月中旬、学校評議員の藤木市民センター本田館長、小住さ

ん、平尾さん、村上前サポート会会長、各自治会の会長さんを通じ

て、地域の方々、民生委員、補導員や藤ノ木見守り隊の皆さん、サ

ポート会や卒業生の皆さんへ、強力に参加を呼び掛けていただいて

いた。そのお陰で、１０月２０日が過ぎた頃、やっと申込者が４０

名を超えた。しかし、まだ１学級分だ。

１０月２９日(土)に宮崎県で行われた九州ブロックＰＴＡ研究大

会宮崎大会では、参加された古川正浩ＰＴＡ会長、役員の上野さん

や木村さんと、まさに営業活動。知り合いの会長や役員さんに、参

加をお願いした。その結果、７０名を超えた。また役員の皆さんと

若松区内の様々な会議に参加しては、その場で申込用紙に名前を書

いていただいた。

そして１０月の下旬と言えば、石峯中ふれあいバザーの準備も並

行して行われていた。バザーの買い出しや会場の準備に追われる

中、「大人としゃ

べり場」の参加者

を呼びかける。この１０月下旬から１１月中旬にかけて、ＰＴＡ

の役員や理事さんの活動量は半端じゃなかったと思う。特に古川

ＰＴＡ会長は、仕事が全く手につかなかったはずだ。誠に申し訳

ない。

１１月の文化祭が明けても、なかなか参加者１００名を突破し

ない。家で寝ていてもふと目覚めて、「大人としゃべり場」の申

込者数のことを考えている。当然、この時期の校長通信「ジャガ

イモ」の発行数も激減。「のうがた未来カフェ」代表

宇野紀子さんに現状報告。「人数が集まらなくて、Ｓ

ＯＳを出す場合は、１０日前までにお願いします」と

激励を受ける。弱気になる自分。

このような中、先生方も、教え子や部活動関係の知

【左】北九州キャリア教育研究会の福田百合香さん
の紹介で「大人としゃべり場」に参加していただい
た落水洋介さん。彼のお話に感動した１年生の皆さ
んが、「落水さんの話を、もう一度ゆっくりと聞き
たい」という声を上げました。そこで、１学年の先
生方が、後日、落水さんの講演会を計画中です。

【左】12月1日(木)4月に本校に入学する予定の藤木小6年生と、
赤島町西公園、今光東公園、今光西公園を中心に、小中連携地
域清掃活動に取り組んだ2年生の皆さん。
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人に連絡してくださる。中野智実実行委員長や古川ＰＴＡ会

長や役員の方々が、若松区内のボランティア団体、市民セン

ター、職場などに、チラシを持って訪問してくださる。そし

て保護者の方々からも、「現在、誘っています！」という情

報が、続々と入ってくるようになった。北九州キャリア教育

研究会の福田百合加さんからは、「大人としゃべり場」を過

去に経験されている方々と連絡を取っていただき、八幡西

区、八幡東区や市内のＰＴＡや母の会、若松警察署や交番か

らの参加連絡が入る。

私も負けてはいられない。大口の参加者を確保するため

に、共立大学陸上部の皆さん、折尾愛真高等学校

看護専攻科の皆さん、希望が丘高等学校の先生

方、八幡西区のライオンズクラブ、若松消防署藤

ノ木出張所の皆さんへ、直接お願いに上がった。

１１月の第２週に入り、やっと申込が１００人

を突破した。「１００名超えたら何とかなる」

と、何の根拠もなく古川正浩ＰＴＡ会長や廣谷教

頭と話していたら、その通りになった。つまり、

１０名以上の申込が、毎日、殺到するようになっ
さつとう

たのだ。中野智実実行委員長や古川ＰＴＡ会長

に、申込者数が増えるたびに、嬉しさのあまり何

度も連絡した。そして締切の１１月１８日(金)、申

込者数が生徒数をはるかに超えた。申込総数が、な

んと１９０名を突破したのだ。「のうがた未来カフ

ェ」代表宇野紀子さんに、ＳＯＳを出すこともなか

った。参加いただく方々、呼びかけをしていただいた方々に、た

だひたすら手を合わせた。

１１月２６日(土)の本番前日。定期考査を終え、先生方や部活

動生徒が会場や駐車場の準備をしてくださる。そして、静かな当

日の朝を迎えた。ＰＴＡの役員や理事さん体育館の受付や案内役

で、先生方が学校への誘導役や駐車場係として待機する。雨でな

くて本当に良かった。駐車場として、校区外の遠方から来ていた

だく方に、運動場を開放した。９時過ぎ、続々と大人たちが体育

館に入場。参加してくださった大人たちに、「大変お忙しい中、

有り難うございます」と、職員やＰＴＡの皆さんと一緒に、ただ

ひたすら感謝した。

開始１５分前、生徒数分用意した椅子が、大人で完全に埋ま

った。会場は、大人たちの熱気で溢れた。しかし、参加された

ＰＴＡの役員・理事の皆さんや先生方が輪の外になってしまい、大変

申し訳なく思う。いよいよ中学生が入場する。大人と生徒が一対一で

正対し、体育館は、一瞬、緊張感に包まれた。１０時開始。ファシリ

テーターの「のうがた未来カフェ」宇野さんの進行で、体育館は一気

にヒートアップした。笑顔あり涙ありの、あっという間の２時間だっ

た。会の様子は、できるだけ生徒や大人の皆さんの言葉(感想)で紹介

することにするが、生徒や大人の皆さんの心の中に、本企画が本校創

立７０周年記念行事として、きっと刻まれたのではないか

と思う。

【上】2月1日(水)インフルエンザの猛威
にも負けず元気に開催された「2学年百
人一首大会」の様子。

【上】百人一首大会に向け図
書館も模様替え。百人一首の
関連本が並んでいます。図書
館のお世話をしてくださる図
書館職員松田純子先生とブッ
クヘルパーの皆さん。

【上】8月21日(日)若中Ｐ連ボーリング大会に出場したＰＴ

Ａの皆さん。個人賞を数多く獲得しました【右下】学校別対

抗戦で盛り上がる選抜チームの皆さん。

今年のＰＴＡ文教委員会が
企画された石峯煌めき学級
は、まさに「びっくり箱」。楽しい企画満載でした【左】7月6日第1回「美味しいコーヒーのい
れ方講座」【右】8月7日古川ＰＴＡ会長による「ＤＩＹ講座」。親子で便利な木工品作り。
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古川ＰＴＡ会長のまとめの言葉。「今回、当日の運営に回った

ため、生徒の皆さんの輪に入ることができませんでしたが、もし

他の学校でこの企画をされる場合は、一報ください。一番に申し

込みます！」と言ってくださった。若松区の学校で始めて取り組

んだ企画「大人としゃべり場」」の文化が、今、本校から確実に

広がっていくような気がする。

会を運営してくださった「のうがた未来カフェ」の皆さん、参

加を呼び掛けてくださった方々、当日参加いただいた多くの大人

の方々に、心から感謝申し上げ、本記事の筆を置くことにする。

「大人としゃべり場」感想～生徒編
○ ３年１組 Ｈくん
「幸せとは何か？」について一番気持ちを込めて伝えた。「今生きていることが幸せであり、それを忘れ
ている」ということを大人と話した。僕とすごく気が合って、一つの事への意見が同じだった。深い事を話
すと楽しくて、時間がすぐに過ぎ、人生の事を話すことが楽しかった。
○ ３年２組 Ｔさん
「１０年後の自分」の話をしたのが折尾愛真高校の看護科の先生だった
ので、私の将来の夢である助産師のことについて話しました。「どこかで
会えるといいね」と言ってくださって、うれしかったです。どの方も明る
く笑顔で接してくださって、話しやすかったです。自分の話も熱心に聞い
てくださり嬉しかったです。大人の方は意見が真面目で話しにくいと思っ
ていましたが、そんなことはなく、おもしろかったです。
○ ２年１組 Ｉくん
大人の方も僕たちと同じ時代を生きてきたから、大人の人が子どもの
頃、どんな感じだったのか分かった。大人になったら、どういうことをす
るのかもたくさん教えてもらった。そして僕は、「今、自分が幸せだ」と
いうことを、一番気持ちを込めて伝えた。大人の人は、とても話が深かったし、
話していると楽しい気分になった。
○ １年１組 Ｓくん
大人の方と話して、人生で大切なことは、夢をたくさん持ち、あきらめないこ
とだと知りました。それは、車いすの落水さんと、「自分を変えたいこと」とい
うお題に対しての時です。自分は「あきらめないこと」と話しました。そしたら落水さ
んが、「たくさんの夢を持つこと」と教えてくださいました。とてもいい話だったか
ら、もう少し聞きたいなと思いました。とても感動しました。
○ １年２組 Ｉさん
「産まれたときに神様からもらった物は？」というお題に対して、「お母さんに出会
えたことだ」ということを一番気持ちを込めて伝えました。大人の方と話して、自分と
は違う考えや同じ考えなどがあって、なんかやっぱりすごいなと感じました。大人の方
と話すのがおもしろく、また深く考えることができて楽しかったので、またやってみた
いと思いました。

「大人としゃべり場」感想～大人編
○ 希望が丘高等学校 Ａ先生
参加者全員が笑顔になる素敵な２時間でした。「この企画をやろう」
との一声が、多くの感動を創り出した価値ある一声だと思いました。
○ 藤ノ木市民センター Ｈさん
「産まれた時にプレゼントされたもの」の問いに、「生命」「家
族」。「尊敬する人」の問いに、「両親」。感動しました。家族の絆と
愛情の大切さを改めて考えました。親の立場でも考えました。この企画
にも感動しました。
○ 民生・主任児童委員 Ｈさん
ここに来るまで何を話したらいいのか、とてもドキドキし緊張していました。でも、子供たちと話す
中、しっかりした話し方、「尊敬している人は、お父さん、お母さん」という言葉に、すごいなと感じま
した。今日、このような場に来られて、よかったと感謝しています。どうもありがとうございました。
○ ライオンズクラブ Ｅさん
参加させていただきまして、ありがとうございました。石峯中の皆さんは、全員前向きで、自分をしっ
かり持ち、日本の未来の明るさを感じました。この輪が広がることを、祈ります。
○ 若松健康づくり藤ノ木 Ｎさん
ありがとうございました。子供達の考えている事と私達が思っていたイメージとのギャップにビックリ
しました。将来が楽しみです。また機会があれば、ぜひ話したいです。
○ 読み聞かせ「ゆりかご」 Ｋさん
昔と違い、今は、近所の子供たちに気軽に話しかけられません。今日のしゃべり場は有意
義でした。子供たちが、こんなに正直に答えてくれたり、大人の私達の話を聞いてくれたり
して、嬉しくなりました。石峯中の生徒さんたち、とても素敵でした。参加してとてもよか
ったです。

先生方も負けてはいられない！
【左上から】若松区教職員卓球
大会激戦の様子。

【上】7月27日(水)に、教職員ソフトボール大
会に出場した選手や応援の先生方。第1回戦、
企救中学校区との熱戦の末、惜しくも敗れまし
た。しかし、先生方のハッスルプレーは、青春
そのものでした【下】事務室の野尻茂先生の活
躍が、若手の先生方の大きな刺激になりました。

【上】２学期に行われた職員バレー
ボール大会。若松中との激戦を制し、
準決勝に進んだ先生方【右】給食配
膳員井上かずみ先生の本格的なプレ
ーが勝利を呼び込みました。


