
奄美大島の魅力である島唄や大島紬と同様

に長寿の源と言われる郷土料理にもっと興

味を持ってもらいたい。Ｉターンや若い人

たちにもっと郷土料理に親しんでもらい健

康寿命を延ばせる提案をしていきたい。

江崎 隼太

私は、奄美の食文化に係る NPO や実家の

民宿を通し郷土料理の魅力を伝える活動を

しています。民宿のお客様に「地元の人が

作る郷土料理こそ真の価値がある」と教え

られる反面、若者の郷土料理離れや調理す

る機会が減ってきています。郷土料理や行

事食の奥深さなどに魅せられつつ、どのよ

うに伝播できるか模索中です。 ＮＰＯ法人奄美食育食文化プロジェクト

みなさんと話したいテーマ ▶ 奄美を感じ喜ばれる料理とは？

知る

奄美群島 11 万人。
その 0.08% にあたる 90 人で
学び、知り、考える1日

第２回を迎える奄美未来会議は、
世代を超えて繋がり、

   小さな最初の一歩を
共に踏み出す時間をご用意します。　
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日

第1部

学ぶ

14:00 ～15:00
話題提供 『鹿児島の未来を可視化する』

第 2 部 15:00 ～16:00
プレゼンテーション
奄美群島内のプレゼンター

第 3 部

考える

16:00 ～18:00

会場全体（90 人）での未来会議
1人 1人の思いを具体的な行動につなぐ話し合い

終了後 大交流会

様 な々団体・個人が出会い、連携して取り組んでいくきっかけづくり〈 交流の場 〉

九州大学法学部卒業後、日本政策投資銀行を経て、2011 年に
Ten-Labを設立。以降、鹿児島県や県内各市町村の依頼で地域コミュ
ニティの形成や活性化に関するコンサルティングに従事。個人とし
ては天文館で朝読書 TenDoku をはじめ、様々なテーマ型コミュニ
ティの形成を行い、地域型コミュニティとテーマ型コミュニティの
ハイブリッドモデルの構築にチャレンジしている。

講 師

鹿児島に「対話」と「挑戦」の

協働文化をつくり未来へつなげる

[ 一般社団法人鹿児島天文館総合研究所 Ten-Lab ]
永山　由高
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チャレンジしていること
そのきっかけ

やって行く先で
描いている未来

人口約1700 人・14 つの集落からなる宇検

村で「とよひかり珈琲店」という自家焙煎の

珈琲屋さんを営んでいます。キッカケは、自

分が好きな「珈琲(コーヒー)」を軸にシマと

関わり、ここで暮らしていきたいと思ったか

らです。美味しい珈琲を飲むと自然とホッと

する、そんな気持ちと共に語られる想いを後

押しする場づくりを目指しています。

誰もが秘めている「行動力」。この力を存分

に発揮するには、実は見守ってくれる存在を

意識する事が鍵なのではないかと思います。

そこで、微力ながらとよひかり珈琲店がその

存在のひとつとなり、何かが動き出すキッカ

ケが生まれたら、単純に面白いなぁと思うの

です。一杯の淹れたての珈琲をキッカケに、

人を支える空気感を育み続けたい。
浅尾 朱美

あさお　あけみ 2月11日に開催した親子でチョコ作りWS

とよひかり珈琲店 みなさんと話したいテーマ ▶  思わず行きたくなる とよひかり珈琲店

奄美に住みたい人（滞在したい人）たちが

求めている住まいが増えることによって、

企業や団体が確保したい人材を島外から呼

び込みやすくなります。それによって、例

えば農業の労働力不足や後継者問題の解消

がはかられたり、また、これまで想像した

こともなかった持続可能なビジネスチャン

スが生まれます。
佐藤 理江

さとう　　りえ

人口減少スピードを少しでも緩めようと、島

の人たちと一緒に移住体験ツアーなどを企画

実施してきました。でも、奄美で暮らしたい

という人がいるのに、提供できる住まいがな

いという問題に直面することが増えてきまし

た。そこで、昨年7月に仲間とNPOを設立。

増え続ける一方の空き家を住まいとして提供

できる環境づくりにチャレンジしています。 農業女子専用ドミトリー運営中。仕事は草抜き。

NPO法人ねりやかなやレジデンス
代表理事 みなさんと話したいテーマ ▶  問題てんこ盛りの空き地、空き家の有効活用について

子供達に農家になってもらう為の練習
竹原 誠朗
たけはら　せいろう

・みかんの栽培面積で瀬戸内町で一番

になる。

・みかんの植え付け本数が瀬戸内町で

一番になる。

・きっかけというか・・・やるんだっ

たら頑張りたいから☆

農業で子供達を育て上げ、借地を買い上げ

て子供達に継いでもらう。その後私は余生

をのんびり生きる。

みなさんと話したいテーマ ▶  農業で生きていくにはどうしたら良いか？

あまみカメラ
ドローン空撮カメラマン 

坂元 秀行
さかもと　ひでゆき

2016 年 8 月から奄美大島のドローン空撮

を始めました。これまで 74 本の空撮動画

をYouTube で配信してきました。そうやっ

て、奄美にしかない絶景を巡って空撮して

いるうちに、奄美大島の全集落185 カ所の

「今」をひとつ残らず撮影したくなってき

たのです。それが「あまみカメラ全集落ド

ローン空撮プロジェクト2018」です。

移りゆく時代の流れの中で、今しか撮れない

各集落の風景をシマに暮らす人や、離れて暮

らす出身者に見てもらいます。普段見ること

のないアングルでとらえた空撮映像は新たな

感動を呼び起こし、シマへの思いを強める

きっかけになると確信しています。さらに、

この映像は未来の奄美大島を生きる人たちに

とっても貴重な文化的財産となるはずです。 ドローンを操作している様子

みなさんと話したいテーマ ▶  このような映像が実際に必要かどうかをみなさんと考えてみたい



６月開催「やくしまの雨とあそぼうの会」
福元 豪士

ふくもと　たけし

OYAKO LABO

世界自然遺産の島屋久島で「幼児と親が安心

して遊べる自然体験の空間づくり」を行って

います。田舎に行けば行くほど、こどもたち

が遊ぶ場所が無い。屋久島も例外ではありま

せん。島の自然を知らずに育っていく子ども

たち、「島には何も無い！」と島外を目指し

ていきます。すぐそばに世界がうらやむ豊か

な自然や環境があるのに・・・。

目指す未来は「子どもたち自身が大好きだ

と言える島」。そのためには、まずは島の

自然を知る原体験の場を作ること。そして、

自然体験が子育ての一つの選択肢と認知さ

れること。親と子が自然の中でのびのびと

遊ぶ。「やっぱり島が大好きだ！」そんな

子どもが育つ、島の子育て文化を目指して。

みなさんと話したいテーマ ▶ 島発！自然体験を子育て文化へ

ダンスのワークショップとブログ「南国自由

人」で人生をもっと自由に！超貧乏＆家庭内

不和＆田舎で育ち、鶴丸高校ダンス部再興、

サンパウロ新聞記者、ベンチャー企業の営業

にエンジニア、家庭教師、仲居など様々な経

験を経て最終的に精神科入院してました。死

ぬほどの苦しみを乗り越えて今は最高に幸

せ！みんなに幸せをおすそ分けしたいです。

「敬天愛人」を広めて世界平和を実現した

いです。まずは自分自身を愛せるようにな

ること。自分のふるさとを愛せるようにな

ること。想像力を働かせて、みんなを愛せ

るようになること。自分で考え行動する力

をつけること。コミュニケーションをとれ

るようになること。それらの生涯教育をダ

ンスを通じてサポートしていきます。 ワークショップ後の一枚。フリーダム！
山口 翔子
やまぐち　　しょうこ

ダンサー
みなさんと話したいテーマ ▶  奄美の魅力再発見！奄美ダンスをつくりましょう♪

山本 美帆
やまもと　　みほ

夫の転勤で奄美大島にきて、知り合いも働く

場もなく感じた孤独と不安。でも島の人の温

かさがたくさんのことを与えてくれました。

今、空き家をリノベーションして、コミュニ

ティビジネスが生まれる場づくりをしていま

す。“子どもたちに笑顔を” と「えんとつ町の

プペル展 in奄美」を開催中です。行動する

ことで私が考える恩返しがしたいのです。

子育て中でも、転勤族でも、どんな環境の人

でも多様な働き方が実現できる場を目指して

います。ママがワクワクすることが、家族に

とってもきっとパワーになる。地域資源を有

効活用して、地域の価値を上げ、奄美大島瀬

戸内町のことをたくさんの人に良さを感じて

欲しいと思っています。多世代が繋がり、新

しい価値が生まれる場を作りたいです。 「赤ちゃん先生プロジェクト」推進中！

みなさんと話したいテーマ ▶ 共感し共に行動してくれる仲間が欲しいです！ぜひアイデアを、聞かせてください！

学生団体イザナミの活動メンバー
福本 慶太

ふくもと　けいた

私は、生まれてから中学までの 15 年間を

徳之島で過ごしました。地元での経験が、

その後の人生観を変えてくれました。中学

まで、近所のおじちゃんおばちゃんにとて

もお世話になり育ったこともあり、その

方々が、「私が大好きな徳之島」に自信と

誇りを持てるようなきっかけを作る活動を

学生の立場から行なっています。

現在私の地元では「徳之島」・「離島」とい

うワードが、新しいチャレンジの足を引張

ているような気がします。私たちのような

小さな小さな活動を通して、勇気を持った

近所のおじちゃんやおばちゃん。若い世代

が、徳之島に誇りを持ち、「地元を打出し

活躍出来る気風のある島」という未来が来

る事を願っています。

みなさんと話したいテーマ ▶ まずはみなさんの地元の「地元自慢」を聞かせてください！
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チャレンジしていること
そのきっかけ

やって行く先で
描いている未来

奄美大島南部の玄関口、かつてにぎやかだった

港町古仁屋市街地の活性化に取り組んでいま

す。古仁屋を盛り上げたい気持ちで語呂合わせ

で5月28日を勝手に528(こにや)の日、9月

28日を928(くにゃ：方言でこにやの意味)の

日と決めて、商店に協力してもらい、528円セー

ル・928円セール・すたんぷらりーなどを実施

した。毎年ゆるきゃらぐらんぷりを実施中。

528 のまちをｍａｐ片手に楽しそうに歩

いている地元民・転勤族・観光客。今まで、

加計呂麻 ( かけろま ) 島への通過点とし

て素通りしていた人々がまちなかを歩き、

商店や飲食店もにぎわい、よい循環が生

まれる。

村田 典子
むらた　のりこ 文化祭で瀬戸内町のゆるきゃら缶バッジ作り

みなさんと話したいテーマ ▶ 瀬戸内町528を知ってもらう・楽しんでもらうためのｍａｐ作り

サロン経営の他に、子育て中のママもリフ

レッシュできる環境を提供したいと考え子連

れでも参加できる「ママエステ」や、アロマ

やクレイを使った日常のケアについてのワー

クショップを行っています。今後もワーク

ショップを開催することでママや世代に限ら

ず参加者同士が繋がるきっかけを作っていき

たいと考えています。

心も体もリフレッシュできる場所、体や子

育てなど女性特有の悩みについても相談で

きる頼れる場所でもあり、ちょっと立ち寄

りたくなる保健室のようなセラピストにな

りたい。そして、島外・海外のお客様にも

対応し、繋がることで古仁屋を国内外に発

信したい。
アロマやクレイを使ったワークショップ

森 厘香
もり　りか

リラクゼーションサロン bloom
 セラピスト みなさんと話したいテーマ ▶ サロンやワークショップの情報発信について
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チャレンジしていること
そのきっかけ

やって行く先で
描いている未来

今、私は大学受験向けの予備校でスタッフを

しつつ、屋号「離島ぐらし」としてカメラ撮影、

映像制作、ライティングなどの仕事をしてい

ます。もともと東京で仕事をしていましたが、

うまくいかず生き辛さを感じていました。そ

んな時、ご縁があり1年前に島に移住しまし

た。ひとつに絞らず、複数の仕事を持つ働き

方にチャレンジしています。

島には都会とは違い、自然と共に生きる生活

があります。のびのびと生活できて、本来の

人間らしい生き方ができると思います。テク

ノロジーの進化に伴い、これからの時代に

合った生き方、働き方ができる可能性を感じ

ています。自分がかつてそうだったように、

都会で生き辛さを感じている人に島で暮らす

という選択肢を伝えていきたいです。
田中 良洋

たなか　よしひろ 海が見える場所で仕事をしてみました
離島ぐらし 代表 みなさんと話したいテーマ ▶ 島だからこそできるこれからの生き方、働き方について

明るい未来は人が作り出す。そのためには人

が元気でなくちゃ。だからこそ新プロジェク

トを通して奄美の元気を支える場所、仕組み

を提供したい。目指すは『通院効果の見える

化』『具合が悪くない時にも足を運びたくな

る場所』もっと日常生活と医療との距離を縮

めたい。行きつけの喫茶店のような、遊び慣

れた公園のようなそんな場所を目指したい。
原  純
はら　じゅん

県病院救命救急センターで救急医をしてい

ます。救急車やドクターヘリで運ばれてく

る時はもう遅い。あと２０年早く病院に

通ってくれていればこうならずに済んだだ

ろう。そんな人をたくさん見てきました。

だから今この島から病院嫌いをなくした

い！現役世代が通院しやすい場所を提供し

たい。その実現に向けプロジェクト進行中。 奄美みんなの診療所コンセプト CG
県立大島病院救命救急センター

みなさんと話したいテーマ ▶ 『こんな診療所なら通いたい』を聞かせください

地元を中心とした観光ガイドをしています。集落

散策、ノロ祭祀、跡地めぐり、戦跡めぐり、その他、

お客様のニーズに合わせた複合的な（何でも屋

的な）ツアーガイドを行っています。きっかけは、

島案内人講座を受け、そこで得た経験をより生

かしたいと思い、個人でコニアールツアーという

集落散策プランを企画し、募集したところお客

様がいらしてくださったから。

私がやっているような観光ガイドが、きち

んと食べていける職業となり、地元で育っ

た人がやりがいを感じ、ないりたい職業と

して確立して欲しい。

ツアーガイドの様子
供利 義也

ともり　よしや

みなさんと話したいテーマ ▶ 天候不良時等における奄美での楽しみ方の模索

永井 しずの
ながい　　しずの

町内で島唄、三味線教室をしていますが、

鹿児島でも教室を持っており、普段は弟子

に任せ、私は出張とか鹿児島に用事で行っ

た際に顔を出しています。教室生は転勤族

が多く、鹿児島に帰っている方が多い。

東京にも習いたいという方がいるので、今

はDVDを作成して見てもらっていますが、

島の民謡を島外にどんどん発信し、ファン

を増やしたいと思っています。

教室生と一緒に老人ホーム慰問時

みなさんと話したいテーマ ▶ 若者たちにもっと島唄や三味線に興味をもってもらうには?


