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水俣市青少年育成市民会議

氏名を削除するなど一部、加工しています。



みなまた未来ラボの目的

地域社会の形成に主体的に参画することができる人材の育成を願い、郷土「水
俣」に対する、多面的・多角的な考察や深い理解を通して、地域課題を見出し、
地域社会の発展に努力しようとする意識の醸成を図る。青少年の興味・関心等に
応じた課題学習を行う。また、地域調査の基本的視点・方法を共に学び、自主的
判断・行動を考える。グループワークを通し、協働を重視する。

１ 水俣第一中学校 １年生

２ 水俣第一中学校 １年生

３ 水俣第二中学校 ２年生

４ 水俣第二中学校 ２年生

５ 水俣第二中学校 ２年生

６ 袋中学校 ２年生

７ 袋中学校 ２年生

８ 緑東中学校 ２年生

９ 緑東中学校 ２年生

参加者名簿

令和元（2019）年8月8日（木）

8:30 オリエンテーション

9:00 講話「市長が考える未来の水俣」

9:40
講話「水俣の観光とマリンアクティビティ」

「スポーツキッズサポーター基金」

10:15 市役所（仮庁舎）見学

10:45 旅館見学（湯の児海と夕やけ）

11:50 パエリアつくり体験（福田農場）

13:15 魚釣り体験（湯の児フィッシングパーク）

14:50 ＳＵＰ体験（湯の児海水浴場）

16:20 ワークショップ

17:15 オリエンテーション 解散

令和元（2019）年8月9日（金）

9:00 オリエンテーション

9:30 ワークショップ

12:00 昼食（丸八）

13:00 ワークショップ

15:00 意見交換会

16:00
オリエンテーション
解散

日程
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〇オリエンテーション
スタッフの自己紹介、
参加者の自己紹介、
日程の説明などを
行いました。

〇講話「水俣の観光とマリンアクティビティ」
経済観光課の担当者から、水俣の主要な観光地、観光統計、現在までの取り
組み紹介のほか、マリンアクティビティなどを活用した「アクティ部みなま
た」の取り組みを説明してもらいました。

〇講話「スポーツキッズサポーター基金」
スポーツ振興課の担当者から、基金の仕組みや、基金によって受けられる奨
励金などについて説明してもらいました。

〇講話「市長が考える未来の水俣」
髙岡利治水俣市長から、観光とマリンアクティビティ（スポーツ）を中心に、
市長が考える未来の水俣について、市長の思いを講話いただきました。
講話後、中学生から市長に質問を行い、答えていただきました。

〇仮庁舎見学
仮庁舎を回りながら、担当部署毎の業務などについて、説明を受けました。

実施内容①
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実施内容②

〇湯の児海と夕やけ
福田さんの案内で、ロビー、土産物販売、温泉、宴会場、客室などを見学しまし
た。見学後、施設の概要や宿泊客の状況などの説明をいただき、事前に質問が
あった観光客が魅力に感じる点などについて、答えていただきました。

〇福田農場
福田さんの指導の下、３人１組の３つのグループに分かれて、パエリアづくり体
験を行いました。体験後、福田農場の施設概要などの説明をいただき、事前に質
問があった来客エリアなどについて、答えていただきました。

〇湯の児フィッシングパーク
貸竿（えさ込み）を利用して、魚釣り体験を行いました。管理者などの指導の下、
体験時間は４５分とわずかでしたが、１人１匹以上釣ることができました。
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実施内容③

〇ＳＵＰ
湯の児海水浴場で、からたちの大澤さんの指導の下、ＳＵＰ体験を行い、最後
には全員立って漕ぐことができました。体験後、質問に答えていただきました。

〇ワークショップ
Ａ班とＢ班に分かれて、プロジェクトづくりに取り組みました。

〇意見交換会
プロジェクトを市長、副市長、教育長などの前で発表し、プロジェクトに対す
る意見や感想をいただきました。
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私たちが考えたテーマはマリンアクティビティツアーです。

今回の未来ラボで学んだ内容は、ＳＵＰではいろんな年齢層でも楽しめる、水

俣の自然の豊かさを改めて知った、水俣でＳＵＰの大会がある、ＳＵＰの名前

の由来です。

釣り体験では、初心者でもできる、水俣にどのような魚がいるのかがわかる、

だれでも気軽に行けるです。

このマリンアクティビティの魅力は、ＳＵＰは水俣の自然の豊かさが体験でき、

きれいな海が近くで見れて、子供から大人まで楽しめます。また、スキューバ

ダイビングでは、魚や海の自然を楽しめる。運動ができリラックスできる、海

に潜ると見たことない生き物などを見ることができるなどもあります。

しかし、魅力を考えてもそれを発信しないと変わらないので魅力を伝える方法

を考えました。

ターゲットは、家族連れや遠い県の独身、お年寄りです。その人達に来てもら

うために、ＳＮＳなどで情報を積極的に発信することを考えました。お金は多

少はかかると思いますが、ＣＭやYouTube、ラジオなどのメディアを使うと多

くの人に知ってもらうことができます。また、チラシやポスターを市内各所に

掲示し、各イベントでも配布すれば水俣市内からも参加する人が増えると思い

ます。キャッチコピーは、『サーイコー楽シー水俣へ！！』です。「サーイ

コー」は「最高」と「さあ、行こう」、「楽シー」は海の英語の「シー」から

です。最後に私たちができることを考えました。きれいな海を保つために掃除

する、自分たちから情報発信する、小さな魚は海に返すなどです。

プロジェクト発表

Ｂ班 （一中） （二中） （二中）
（袋中） （緑東中）
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私たちは、湯の児温泉の魅力を伝えるというテーマのもと、この未来ラボで

どうしていくべきか考えました。

調べた内容は、みなまたへの観光状況についてや将来の水俣をどうしていく

べきなのか、水俣の良いところや特徴、水俣の海はきれいということ、海と

夕やけから見る風景はきれいということ、水俣のことを暗いイメージで思わ

れているということ、「湯の児海と夕やけ」に来る人は夏は多いが冬は少な

いということなどです。

未来ラボで学んだ湯の児温泉の魅力は、温泉からは「湯の児海と夕やけ」な

どの絶景が見れる、ＳＵＰでは初めての人も簡単で安全にすることができて

幅広い世代で多くの人が楽しむことができるし、広い海ですることができる

というところだと思いました。福田農場の魅力は、普段体験することのでき

ないパエリア作りができ、材料が準備してあるのでとても手軽にできるとい

うことだと思いました。フィッシングパークの魅力は、道具を準備している

ため、手ぶらでも体験できるというところだと思いました。

このたくさんの魅力を伝える方法として、ポスターコンクールを行う、「み

なまたかるた」をつくって小中学校に配ればよいと考えました。この方法で、

水俣のことをより深く知ってもらいたいと思いました。

二日間の研修を通して私たちが考えたキャッチコピーは、「海でＳＵＰして

泳いで釣りして絶景を楽しんじゃえ！！」です。

今、私たちにできることは住んでいる町水俣の海を守っていくことです。水

俣の海は、きれいで多くの人に長く愛され続けているので、これから先も保

ち続けるため、ごみを捨てない、ごみが落ちていたら拾うということを一人

一人がこころがけていくべきだと思いました。そして、水俣を活気あふれる

楽しい街にしていきたいです。

プロジェクト発表

Ａ班 （一中） （二中）
（袋中） （緑東中）
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意見交換会での意見・感想

■全体を通じて
（櫻井）中学生と一緒に体験させてもらった。水俣出身ではないこともあり、体験したこと
がないことを一緒に体験でき、改めて水俣の魅力を感じさせてもらった。
（教育次長）いつも過ごす水俣と違う水俣を体中を使って、五感で感じてもらえたと思う。
住んでいると気づかないが、水俣を出たときに素晴らしいと感じると思う。水俣外で過ごす
ことになっても、水俣ってこうなんだよと伝えて、ファンを増やしていってもらいたい。

■Ｂ班（経済観光課長）中学生にも魅力あると感じてもらったＳＵＰ体験をもっと情報発信
をしていきたい。水俣に多くの人が来てもらえるようにしていきたい。
（財政課長）釣りはちょっと釣れるだけでも初めての人には楽しく、水俣はちょうどいい環
境。楽しかったことを人に伝えていくことを大事にしてもらいたい。水俣の魅力を外に発信
することは忘れずにしてほしい。
（企画課長）夕暮れ時にＳＵＰ体験をしたが、その景色が素晴らしかった。時間や場所が変
わったら、どういうふうに見えるか想像してほしい。また、高齢者が増えていくので、高齢
者に楽しんでもらうことも大事。語呂合わせによる「キャッチコピー」もおもしろかった。
（副市長）ＳＵＰが楽しかったとのことだったが、ぜひそれを友達にも伝えていってもらい
たい。今月末にはＳＵＰの大会もあるので、友人を誘ってぜひ来てほしい。海の楽しさ、き
れいさも伝えていってほしい。
（高岡市長）海を中心に体験してもらったが、水俣の自然の豊かさに気づいてもらえたと思
う。知られていないいいところがたくさんあるので、いろんな人に伝えていってもらいたい。
水俣の宣伝マンとして、宣伝してもらえばもっともっと水俣が注目を浴びるのかなと思う。
（教育長）水俣のきれいな海を有効に使おうという取り組みだと思う。体験を通じて、新し
い発見があったと思う。最後に、海を汚さないということがあったが、そのようなことも大
切にして友達にも伝えていってもらえたらと思う。
（生涯学習課長）水俣の魅力を伝える一番の方法は口コミ。体験したことを通じた楽しかっ
た、おいしかったが一番伝わる。釣りも、場所や季節で釣れるものが変わる。水俣にある素
材を体験してみることが大切。それを周りの人、市外の人に伝えていってほしい。

■A班（生涯学習課長）水俣かるたの提案は、中学生の皆さんが作ると面白いかなと思った。
地元の人が楽しまないと伝わっていかない。水俣の自然素材を今後も楽しんでほしい。
（教育長）水俣がこんな風によいと伝えていってもらえたらと思う。ゴミ拾いの話があった
が学校に帰ってぜひ実践してほしい。
（市長）マリンアクティビティだけではなく、温泉や福田農場など、同じ湯の児でも見る角
度などで違うものにみえてくる。知識としてだけでなく、実際に体験、味わってから伝える
ことは全然違うものであるので、いろんなひとに伝えていってほしい。
（副市長）実際に山に行ったり海に行ったり、体験してみることが一番。水俣の魅力を伝え
ていってもらいたい。水俣かるたの提案があったが、群馬県には上毛かるたというものが
あって地元の魅力をみんなが話すことができる。中学生のみなさんにかるたの文章を考えて
もらって教育委員会などで学校に配ってもらえるといいと思う。
（企画課長）先日、壱岐高校の生徒の発表を聞く機会があった。対話や聞取りによる調べ学
習の結果、「自分たちの地域のことをもっと知りたい」、「島のために何かやりたい」と思
うようになったそうだ。今回、ゴミ拾いの提案があったが、壱岐では、ごみ拾い大会にし
て賞品を出したそうだ。そういった、新しいアイデアを考えてもいいと思う。
（財政課長）湯の児などは身近にあり、当たり前と思っていたが、温泉旅館がない地域もあ
り、よその人から湯の児はいいですねと言われ、魅力に気づくことがある。今回、体験した
ことでいいところだと自信をもって言うことができると思うので、ぜひ伝えていってほしい。
（経済観光課長）水俣というところは、住みやすく暮らしやすく過ごしやすいとことである。
水俣にはいっぱい良いところがあるが、水俣には何もない、行くところがないなどと言われ
る方もいる。今回、皆さんが体験してもらったようないいところがたくさんあると思うので、
皆さんもぜひ伝えていってほしい。
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皆さん、お疲れ様でした。今回は湯の児を中心に体験してもらい

ました。私が体験したことからひとつお話をしたいと思います。

毎年４月に、湯の児で桜祭りが開催され、そのときに釣り船協会

が船を出して、チェリーラインといわれる湯の児の桜を船から見

ることができます。昨年、初めて体験しましたが、いままで車で

通ってきれいだなと思っていた景色が、船から見ると全く違う景色、違う良さがある

こと、そして改めて水俣の海のきれいなことに気づかされました。自分が実際に体験

しないとわからないことが多くあります。みんなもこれからいろんな体験をしていく

と思います。面倒くさがらずに、いろんなことに積極的に挑戦し、いろんな行事やイ

ベントにも参加して、経験してほしいと思います。失敗したり、嫌なこともあるかも

しれませんが、それもいずれプラスとなって自分に返ってきます。将来のあなたたち

に経験として返ってきます。中学２年生は来年受験になると思いますが、勉強だけで

なく、これからいろんな壁や困難なことがあるかもしれません。様々な体験・経験を

活かして乗り切ってもらいたいと思います。今回は、湯の児の体験をしてもらいまし

たが、水俣には、山の湯の鶴やエコパークのスポーツ施設やバラ園など、いろんな魅

力があります。いろんなところに出て行って、いろんな魅力を実際に体験してもらっ

て、みんなに伝えていって欲しいと思います。この二日間、大変お疲れ様でした。

全体講評（水俣市青少年育成市民会議会長（水俣市長） 髙岡利治）
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プロジェクトに対するメッセージ（経済観光課から）

Ａ班
「湯の児温泉の魅力を伝える」をテーマに発表してくれてありがとうございました。
今回、みんなに、「湯の児海と夕焼け」の見学や、福田農場でのパエリアつくり、フィッ
シングパークでの魚釣り、ＳＵＰなどを体験してもらって、湯の児の魅力を発見してもら
えてうれしく思います。
発表の中でもあったとおり、湯の児では、海を望む絶景や温泉だけでなく、体験しても
らったようなことが、おおがかりな準備をしなくても手軽に楽しむことができることが、
大きな魅力になっています。そのことにみんなに気づいてもらえてよかったと思います。
提案の中にあった「ポスターコンクール」や、「かるたつくり」は、中学生らしい面白い
提案だと思いました。水俣市の観光ポスターは、現在、東京在住でイラストレーターとし
ても活躍中である、水俣出身の漫画家の方にイラストを描いてもらっています。１１月に
は水俣市のバラ園に来てもらうことになっているので、興味があればぜひ見に来てくださ
い。「ポスターコンクール」の提案については、イベントのポスターなどで、今後、検討
したいと思います。また、「かるたつくり」の提案は、これまで取り組んだことがない内
容でした。どんなかるたがいいかは、ぜひ、みなさんで考えて提案してもらえたらいいな
と思います。
キャッチコピーとして提案のあった「海でＳＵＰして泳いで釣りして絶景を楽しんじゃ
え！！」は、湯の児でできることがまとめてあり、わかりやすいキャッチコピーだと思い
ました。
最後に、自分たちにできることで発表があった、きれいな海を守ることは、水俣にせっか
く来てくれた観光客の方が、ごみが落ちている風景を見ると、がっかりしてしまうので、
大切なことだと思います。海だけでなくいつもきれいな観光地であるようにみなさんもご
みなどに気づいたら、ぜひご協力をお願いします。湯の児温泉は、海の温泉地として以前
から多くの観光客が訪れていますが、ここ数年はみなさんも体験したＳＵＰなどのマリン
アクティビティを活用して、新たな観光客を呼び込もうと努力しているところです。みな
さんもぜひ湯の児温泉の魅力をＰＲしてもらって、多くの人に訪れてもらえるようによろ
しくお願いします。プロジェクトを考えてもらって、ありがとうございました。

Ｂ班
「マリンアクティビティツアー」をテーマに発表してくれてありがとうございました。み
なさんがマリンアクティビティをテーマに選んでくれたのは、体験したフィッシングパー
クでの魚釣りや、湯の児海水浴場でのＳＵＰを楽しんでもらえたからかなと思います。
湯の児でできる魚釣り体験、ＳＵＰ体験の魅力として発表してくれたとおり、湯の児では、
初心者からでもマリンアクティビティを楽しんでもらうことができます。今後はもっと手
軽に楽しめる環境整備ができればと思っています。
でも、その魅力を多くの人に知ってもらうことが難しい状況です。魅力を多くの人に知っ
てもらうために、提案のあったＳＮＳでの情報発信などは、現在も取り組んでいますが、
多くの人に知ってもらうために、もっと宣伝や工夫をしていきたいと思います。また、チ
ラシやポスターの掲示や設置についても、もっとみなさんの目に触れるような場所に置け
るようにしていきたいと思います。
キャッチコピーとして提案のあった『サーイコー（最高・さぁー行こう）楽シー（海）水
俣へ！！』は、なかなか大人では考えつかない、言葉遊びがあって面白いキャッチコピー
だと思いました。
最後に発表してくれた自分たちにできることでは、海の掃除や情報発信、小さい魚のリ
リースなどは、私たちも心掛け、市民や観光客にお願いをしていることですので、ぜひみ
なさんにも協力してもらいたいと思います。水俣市では、昨年度からＳＵＰの大会誘致を
行っており、今年は８月３１日、９月１日にＳＵＰの西日本大会が開催されます。多くの
一流選手が水俣に来ますので、興味を持ったらぜひ見に来てくれるとうれしいです。また、
みなさんならまだまだＳＵＰの選手になることもできます。未来ラボでの体験だけでなく、
水俣の海で、ＳＵＰなどのマリンアクティビティを楽しんで、その魅力を多くの人に伝え
てもらえればと思います。プロジェクトを考えてくれて、ありがとうございました。
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参加者の感想

水俣第一中学校

今回の二日間あったみなまた未来ラボの体験を通して、学んだこと、感じたことを書
きたいと思います。未来ラボ初日、他の中学校の人たちと色々な活動を初めてすると
いうことで、とても緊張し、どきどきしました。しかし、同時に、皆と何かを一緒に
するということに楽しみと、「頑張るぞ」というやる気もわいてきました。市役所見
学では、初めて行った市役所に様々な課があり、沢山の人が働いていることを知りま
した。市民の方たちも沢山来られており、とてもにぎやかな印象を受けました。ホテ
ル「海と夕やけ」の見学では、ホテルの客室の数にまず驚きました。客室から見える
水俣の海の風景がとてもきれいでした。僕は、一度ここのホテルに泊まってみたいと
思います。スペイン村「福田農場」の見学では、パエリアを初めて作って食べました。
福田農場から見える、山と海の風景はとてもきれいでした。農場でとれた果実や、作
られたパンもとてもおいしかったです。湯の児で行った魚釣りやＳＵＰの体験は、1日
目の中でとても楽しく印象が残っています。フィッシングパークでのつりは、やり方
も優しく教えてもらえたのでとても簡単に釣りをすることができ、魚をつり上げるこ
ともできました。ＳＵＰ体験では、湯の児の小島の近くをこいでみた景色がとてもき
れいでした。初心者の僕でも簡単に楽しく活動することができました。二日目に活動
した「水俣の魅力を伝えるためには」という会議では、水俣にきてまだ間もない自分
には少し難しい課題でした。しかし、一日目で体験した活動や皆と一緒に話し合いを
していく中で、沢山の水俣の魅力に気づき、発表をすることができました。

水俣第一中学校

みなまた未来ラボで体験したいろいろな活動について感想を書きたいと思います。
ミーティング・自己紹介では、知らない中学校の人に対しての自己紹介にとてもきん
ちょうしました。市役所見学では、沢山の部屋が市役所にはあることにおどろきまし
た。ホテル「海と夕やけ」の見学では、初めて行ったホテルですが、けしきがすごく
きれいだったのでとてもおどろきました。福田農場の見学では、パエリアをはじめて
つくりました。はじめて作ってみたけど、とてもおいしくできて、うれしかったです。
魚つり体験では、いろんな魚が海にいたことにおどろきました。大きな魚が釣れたの
でとてもうれしかたです。湯の児でのＳＵＰ体験では、サーフボードの上に立って
オールでこぐのが、とても怖かったけれど、正座で頑張ってオールをこぎ体験を楽し
むことができました。パエリア作り体験やＳＵＰ体験などはじめてするのが多かった
けど、最初の一日とても楽しかったです。二日目のキャッチコピーづくりは、最初に
聞いたときみなまたでかけるかと考えていたけど考えて決めた「サーイーコー水俣
へ」だったけど、もう一人の「楽シー」をまぜて作った「サーイコー楽シー水俣へ」
ができました。意見交換は、特に何もしていないけれど、自分の考えたキャッチコ
ピーが出て少し緊張しました。この二日間とても楽しかったです。
全体を通しての感想。
パエリア作りは、ちょっと難しかったけど楽しかったしおいしかったです。魚つり体
験は、自分を釣ったり帽子を釣ったりしたけど、大きいのを二匹つったので楽しかっ
たです。ＳＵＰは、怖くて立てなかったけど、正座してやって楽しかったです。ワー
クショップは、キャッチコピーを考えるのが難しかったです。意見交換会は、とくに
なにもしていなけど、自分の考えたキャッチコピーが出されたりしたので、少し緊張
しました。この二日間、貴重な体験ができたりして楽しかったです。
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参加者の感想

水俣第二中学校

私は令和元年の「未来ラボ」に参加しました。最初、知らない人ばかりで、とても緊
張しました。だけどいろんな体験や話し合いを通して仲良くなれた気がして良かった
です。その中で楽しかったことが二つあります。一つ目は、フィッシングパークで
行った釣り体験です。私は、釣りをするのが初めてでした。ですが、道具をすべて準
備してあって、わざわざ買わなくても良いんだ！！と思いました。あまり釣れない時
間帯でしたが、一匹釣れてとても楽しかったです。二つ目は、湯の児海水浴場で行っ
たＳＵＰ体験です。私は一度だけ学年の行事でしたことがありました。その時とても
面白くて楽しいと思って、この未来ラボで乗れてうれしかったです。川でこぐのと
違ってとても広い、そしてきれいな海はのびのびこげてまたちがう感かくでおもしろ
かったです。今度家族としてみたいと思いました。そして、学んだことが二つありま
す。一つ目は市長と話したことで、水俣市をどのようにしたいのかをしっかり考えて
いらっしゃるということです。この未来ラボに参加するまで、市役所の方々や市長が
具体的に何をしているのかよくわかりませんでした。市制施行70周年のイベントや、
キッズサポーター基金を創設したりして、市民の方々に楽しんで、安心して暮らせる
ように頑張ってくださっているんだなと思いました。二つ目は、ワークショップを通
して、いろんな人と協力する大切さです。はじめは、全くしゃべったことのない人ば
かりでとてもきん張したけど、いろんな体験や話し合うことで打ちとけれたので良
かったです。少しの時間で発表原こうを書き上げた人もいて、すごいなと思いました。
私はできるかぎりのことはできたと思います。最後に、二日間を通して、釣りやパエ
リア作り、話し合いなどをして水俣のことをたくさん知りました。これからは、家族
や友達と水俣の良いところをみつけたいです。

水俣第二中学校

私は未来ラボで思ったことが一つあります。一つ目は、いろんな中学校の人とかか
わったことです。二中以外にも、一中・袋中・緑東中の人が来ていました。最初は、
仲良くできるかなととても不安でした。でもパエリア作りや釣り体験、ＳＵＰなどを
通してたくさん話すことができました。女子は４人中３人が二中だったので袋中の
さんと仲良くできました。次に楽しかったことは、３つあります。一つ目は、ＳＵＰ
です。一度したことがあったけど湯の児の深いところだと少しこわかったです。二つ
目は釣りです。フィッシングパークは高くて揺れている感じがして怖かったです。で
も一匹つることができてうれしかったです。三つ目は、市長さんの話です。市長さん
と関わることは少なくいい体験になりました。私のイメージしていた感じではなく、
質問になんでも答えてくれたり明るくもっと関わってみたいと思いました。最後に、
未来ラボを通して「水俣を他の人に広めるのは、難しいんだな」と思いました。班の
人と協力し市長さんなどたくさんの人の前で提案するのはきんちょうしました。でも
さくらいさんがいろいろアドバイスをくれて良いものができました。水俣は公害病
「水俣病」が昔あったけど今はそんなことを二度と起こさないように「環境モデル都
市」として頑張っています。人もやさしくて「おはよう」とかいろいろ返してくれる
しこんないいところ他にはないと思います。だから、私たちがいろんな人につたえて
いきたいです。
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参加者の感想

袋中学校

私は八月八日から八月九日まで水俣の魅力について学ぶみなまた未来ラボに参加しま
した。一日目には旅館の見学やパエリア作り、フィッシングパークでの魚釣り、SUP
などをしました。旅館の見学では中から見る海がすごくきれいで感動しました。パエ
リア作りでは、材料の準備がされていてつくりやすかったです。フィッシングパーク
での釣りでは、大掛かりな準備をしなくても手軽に楽しむことができました。ＳＵＰ
では初心者の人も簡単にすることができました。このように今まで気づくことのでき
なかった魅力に気づくことができたので良かったです。二日目には自分たちでキャッ
チコピーや活動などを考えました。キャッチコピーや活動を考えているとき、こんな
にも知らない魅力が水俣にはあるんだと思いました。私は「かるたつくり」を班の中
で提案し、発表をしました。この二日間で知った、水俣の魅力を小さい子から大人ま
での幅広い年代に知ってもらいたいと思い、提案しました。どんなかるたがいいかを
皆で考えて提案したいと思いました。私は今まで、水俣の魅力についてよく知りませ
んでした。しかし、みなまた未来ラボを通して、今まで以上に水俣のことを知ること
ができました。水俣には、子供から大人まで楽しむことができる場所がたくさんある
ということを知りました。海や自然がとてもきれいで、豊かなところだなと改めて感
じました。二日間を通してこれから私たちがどうしていくべきなのかを考えていくこ
とが大切だと思いました。私は水俣の豊かな自然を何十年、何百年先まで守っていく
ために、ゴミ拾いをしたりしようと思います。そして多くの人に水俣の良いところを
知ってもらうためにはまずは、自分がよく知っていなければならないので、これから
はもっと学んでいきたいです。

水俣第二中学校
私は、未来ラボに行き、楽しかったこと、頑張ったこと、出来なかったこと、今後ど
うしていきたいかを考えました。まず、楽しかったことは、パエリアづくりです。パ
エリアづくりでは、いろんな学校の人達としゃべりながら作り、こがしたりしたけど
おいしくできてよかったです。その後にした魚釣りでは、小さかったけど３匹釣れた
り、ＳＵＰでは、立って乗ることができて楽しかったです。次に頑張ったことです。
私は、最初の目標で「コミュニケーションをとる。」と決めていたので、目標を達成
できるように頑張りました。はじめは、すごくきんちょうしていたけどいろんな体験
をする中で話したりすることが出来てよかったです。そして、出来なかったことです。
出来なかったことは、積極的に発表することです。海と夕やけや福田農場に行き質問
するときにあまり手を挙げることが出来ませんでした。最後に、今後、どうしていき
たいかです。私は、発表したりすることがとても苦手です。なので、授業などでたく
さん発表して克服していき、未来ラボで知ったことをいろんな人たちに広めていきた
いです。
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参加者の感想

袋中学校

僕は、この未来ラボに昨年も参加させてもらいました。昨年の未来ラボは、湯の鶴の
七滝トレッキングや温泉など山のほうに関する研修でした。そして、今回の未来ラボ
では、湯の児温泉やつり、SUPの海に関する研修だったので、昨年とは違う魅力があ
じわえるのではないかと思い、今回も参加しました。一日目では、市長の講話がまず
最初にありました。市長さんがこの水俣をどう変えていきたいかを教えてもらいまし
た。次に、経済観光課やスポーツ振興課の方からのお話がありました。水俣に観光客
が来るための工夫や観光統計、スポーツキッズサポーター制度の仕組みを知ることが
できました。昼食では、福田農場でパエリア作りしました。食べるものを頼むのでは
なく、どう作られているのかなど実際に体験するというところは素晴らしいことだと
思いました。昼食の後、フィッシングパークに行き釣りをしました。ここでは、手ぶ
らで来ても釣り竿やえさなどをレンタルすることができたり、釣りのやり方を教えて
くれます。だから、誰でもすることができます。僕も久々に釣りをして魚が釣れたの
でとてもうれしかったです。次に、ＳＵＰを体験しました。僕は、今回乗るのが初め
てで不安なこともありました。しかし、乗り方の説明を受けてから乗ってみると思っ
ていたよりも簡単ですぐに乗ることができました。乗り終わった後、「訪れる人で上
は何歳から下は何歳までか」という質問がありました。その回答は、「上は六十代か
ら下は小学生ぐらいまで」とお答えになりました。とても幅広い年齢層がやっている
ことを知りました。二日目では、学んだことを生かしてワークショップをしました。
ワークショップでは、意見交換会で発表する内容について話し合いました。結果、マ
リンアクティビティをするツアーにしました。初心者でもできるし、何回きても楽し
めるのが魅力だと思います。また、キャッチコピーも作りました。中学生ならではの
思考でつくりあげました。ワークショップの時間が足りないと思いましたが、みんな
と協力して作り上げることができました。意見交換会でマリンアクティビティツアー
を提案すると好評だったのでよかったです。今回の未来ラボで、また新しい魅力を知
ることができました。いろんな人にも知ってもらえるように知り合いなどに伝えたい
と思います。ほかにも湯の児のきれいな海が保つことができるよう清掃活動を励みた
いと思います。

緑東中学校

ぼくが、未来ラボで学んだことは水俣のためにいろんなことを発信したり考えたりす
ることです。今まで、水俣についての事を考えたりすることをあまりしていなくて総
合の授業などで水俣のことを体験しても別にそういうことは考えなくていいと思って
いたけど未来ラボを通してこれからの生活でそういうことも考えようと思いました。
そして、僕は怠けることがあるので、学校のことやほかの活動でもしっかりできるよ
うにしようと思いました。僕がこの活動で良かったことはテーマなどピーアールのし
かたを考えることができたことで悪かったことは行動が遅かったことと発表する人を
決めるときに積極的に手を挙げることができなかったです。そして、良かったことは
これからも続けてできていなかったことは克服していけるように頑張りたいです。
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参加者の感想

緑東中学校

先日は未来ラボに参加させていただきありがとうございました。ぼくは最初は不安で
した。初めのうちは知ってる人にしか話したりしなかったけど後からよく話すように
なりました。ぼくは、特にフィッシングパークでの魚釣りがよかったと思っています。
ぼくがつったのはすべてタイでした。ほかの人たちはクロなどを釣っていました。そ
れで釣った魚は家に帰っておいしくいただきました。次に湯の児海水浴場でＳＵＰを
しました。初めてやってみたときはグラグラしたけど、意外と早くなれました。途中
で海に飛び込んだけど冷たくて気持ちよかったです。ＳＵＰの名前は、Ｓｔａｎｄ・
ｕｐ・ｐａｄｄｌｅ、立ち上がってこぐという意味だそうです。立ってこぐという事
がなかったのでなかなかいい体験になったと思います。その前にパエリア作りをしま
した。うまくできておいしかったです。パエリア以外にもパンやサラダなどもおいし
かったです。最後の日に活動を通してまとめて発表しました。キャッチコピーを決め
て発表しました。このことが次に生かせるようにと思います。

西日本新聞 2019.8.28

広報みなまた 2019.9号

新聞記事等
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