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開催名称

開催日時

場所

主催

登壇者

ｷｬﾗｸﾀｰｼｮｰ

MC

オープニング

来場者

同時開催

開催概要

：令和元年度 家族の日フォーラム

：2019年11月17日（日）13:00～16:30（受付開始 12:15）

：秋田テルサ 1Fホール

：内閣府、秋田県、一般財団法人秋田市勤労者福祉振興協会

：・内閣府子ども・子育て本部審議官 三浦 健太郎

・秋田県副知事 堀井 啓一

・一般財団法人秋田市勤労者福祉振興協会 理事長 原田 亀夫

・作品コンクール受賞者５名

・未来創造プロジェクトチーム

・松村 亜里 様

・サンシャイン池崎 様

：おしりたんてい

：椿田 恵理子（つばきた えりこ）

： 秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部

：・一般来場者
・プレス
・関係者
・秋田南高等学校吹奏楽部 保護者

：ふれあいカードフェア
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開場 12：15～

12:15に会場オープン。多くの子ども連れのお客様が会場オープンを楽しみに待っていてくれました。

●受付

●託児エリア

●展示エリア

プログラム詳細
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オープニングでは、秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部により、子どもから大人の皆さんまで、幅広い方々に
楽しんでいただけるような曲を演奏いただきました。初めにフィリップ・スパーク作曲の『バンドワゴン』。
続いては『カントリー・ロード』。ラグビー日本代表による替え歌でも話題になった曲です。3曲目は『ディ
ズニーランド・セレブレーション』。ディズニーの名曲6曲がメドレーになっている作品で、途中からは
『ミッキーマウス・マーチ』も登場しました！4曲目は『パプリカ』。踊る部員4人が登場し、会場も大変盛り
上がりました。
さらに11月22日から『アナと雪の女王2』公開を記念し、『レット・イット・ゴー』を披露しました。
最後にビリック作曲の『ブロックM』。吹奏楽では昔からよく演奏されることのある華やかなマーチの名曲を
披露していただきました。

オープニング 13：00～13：35
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内閣府子ども・子育て本部審議官 三浦健太郎

主催者挨拶①

主催者挨拶②

主催者挨拶③
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秋田県副知事 堀井 啓一

主催者挨拶として、内閣府子ども・子育て本部審議官 三浦 健太郎より、「少子化、そして人口減少は、わ
が国の最大の課題です。この問題に真正面から立ち向かい、解決を図るため、政府としては希望出生率1.8％
の実現に向け、幼児教育・保育の無償化や待機児童の解消などを実現し、わが国の社会保障制度を全ての世代
が安心できる社会保障制度へと大きく転換し、子育て世代や子どもたちの未来への投資を拡充することで、少
子化を克服しようとするための大胆な政策転換に踏み出しているところです。
そのような中で、内閣府では子育てを支える家族と地域の大切さを国民一人一人の皆さんにご理解いただく
ことを目的として、毎年11月の第3日曜日を家族の日とし、その前後各1週間を家族の週間と定め、本フォー
ラムをはじめとするさまざまな広報活動を展開しています。その活動の一つが、今回表彰式を実施する家族や
地域の大切さに関する作品コンクールです。このような取り組みを重ねて、少子化に真正面から立ち向かい、
誰でも何度でもチャンスがあり、多様性に満ちあふれた社会をつくり上げるためにも、安心して子どもを産み
育てることができる社会づくりの機運を高めていきたいと考えています。
秋田県さまでは、子育てに関する県民会議の実施や、結婚サポートなどの少子化対策に積極的に取り組まれ
ていると伺っています。その秋田県さま、および秋田テルサさまとの共催により、今フォーラムをここ秋田市
で開催するということは、大変意義深いことです。このフォーラムが皆さま一人一人にとって、子育てを支え
る家族と地域の大切さを改めてお気付きいただくきっかけとなり、温かな社会づくりにつながっていくことを
願っています」との挨拶がありました。

続いて、堀井 啓一秋田県副知事より、「先ほどの秋田南高校の吹奏楽部の6曲の演奏は、本当に素晴らしい
演奏でした。もう鳥肌が立つぐらいの、本当に大変感動しました。お聴きになっていた若い子どもさんたちも、
成長したら南高校の吹奏楽部に入ってもらって、今日のような素晴らしい演奏を聴かせてくれれば、本当にいい
なと思いました。先ほどの南高校の吹奏楽部の皆さんのように、世代を問わず、小さいお子さんから高齢者まで、
一人一人が充実した、そしてまた一人一人が輝いている、そのような地域をつくれればいいなと思います。その
ためにも、一つ一つの家庭、家族が共に手を携えて、そして元気に暮らしていくことが一番大切です。家族が輝
く、そして家庭が輝く、そうした秋田をつくりたいです。これからも皆さまのご協力をお願いします。」との挨
拶がありました。

プログラム詳細
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主催者挨拶③
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一般財団法人秋田市勤労者福祉振興協会
理事長 原田 亀夫

最後に、一般財団法人秋田市勤労者福祉振興協会 原田 亀夫理事長より、「当協会は、平成25年度から毎年、
公益事業として、各界の著名な方々をお招きして、この場でフォーラム、講演会を開催していますが、今回は
このような素晴らしいことで、当協会も働く人々の幸せが目的なので、通じるところがあり、共催という形で
参加しています。
当振興協会では、少し欲張りですが、働く人々の福祉、健康維持増進、教養、文化、福利厚生として、秋田
市内に、ここ秋田テルサ、八橋のサンライフ秋田、新屋にある西武体育館、勝平にある秋田県勤労身体障害者
スポーツセンターの管理運営、また、中小企業で働く皆さまの福利厚生のサポートとして、ワークパルという
共済事業を行っています。
今回のこのフォーラムにおいて、家族の役割と大切さ、地域で支えていたただくこと、この辺りの理解をさ
らに深めて、秋田県においても幸せな家族、子どもたちがもっともっと増えるようにということで、協賛して
います。当協会も秋田のために、地域のために頑張りますので、今後ともよろしくご支援いただきたくお願い
して、協賛のごあいさつとします。」との挨拶がありました。

プログラム詳細
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令和元年度 家族や地域の大切さに関する作品コンクールの最優秀賞を受賞した5名の方々に、
新潟、茨城、宮城、北海道、宮崎の全国各地からお越しいただき、受賞者の皆さんの作品をご紹介し、
表彰式を行いました。

左から順に、村山正晃さん、松信和芳さん、堀内津麦さん、池田京香さん、丸山香織さんが登壇。

始めに写真部門テーマ「子育て家族の力」最優秀賞の村山さんの作品タイトルは『みんな仲良し』です。
本作品の応募時、ドライブで立ち寄ったサービスエリアの休憩中にパシャリ。5人兄弟、みんな大切な大切
な子どもたちです。青空の下、5人兄弟の真ん丸な笑顔、幸せいっぱいに感じた作品です。

続いて、写真部門テーマ「子育てを応援する地域の力」最優秀賞の松信さんの作品タイトルは
『真剣勝負？ はっけよい』です。
紛争解決を祝い奉納される祭礼相撲。およそ350年の伝統を誇ります。子どもの健やかな成長を願う花相撲。
豆力士の熱戦？に会場は和やかな笑顔に包まれます。歩けるようになったばかりの赤ちゃんが、大きなまわ
しを着けて、はっけよい。この表情がたまえらなくかわいらしい写真でした。

続いて、手紙・メール部門小学生の部最優秀賞、小学4年生、堀内津麦さんの作品タイトルは
『夏休みの当番』です。「私と兄は、夏休みに2つの仕事を与えられました。お昼ご飯の当番と、隣のおば
あちゃんのごみ捨てをすることです。お婆ちゃん今はリハビリ中で、良くなってくれるのはうれしいけれど、
ゆっくりゆっくり治してください」最後の一文が優しさにあふれていて、心がぽかぽかする作品でした。

続いて、手紙・メール部門中学生・高校生の部最優秀賞、池田京香さんの作品タイトルは
『お茶漬けと』です。「ほぐした塩サケ、刻んだキュウリの漬物、ふわふわのいり卵、甘辛いひき肉、
紅しょうが、これらをご飯に盛り、コンブとカツオのだし汁をたっぷり掛けるのが、わが家に伝わるだし茶
漬けであり、思い出のお茶漬けでもある。文学的な文章に、小説を読んだときのような満足感を感じる作品
でした。

最後に、手紙・メール部門一般の部最優秀賞、丸山香織さんの作品タイトルは『食卓がつないだ未来』です。
「モヤシ、キャベツと卵のチン」これが小さい頃のご飯だ。そんな日々に、小さな私は不満を抱いていた。
『どうしてうちだけこんな食事なの？』と何度も叫んだのをいまだに覚えている。そんな生活から10年以上
がたち、私は21歳になった。21歳の私は、今、大学生だ。両親は生活費のほとんどを学資保険に回してくれ
ていたのであった。食べたいもの、欲しいものを削ってでも、私の教育のために我慢をしてくれた両親に、
大人になって分かる、親のありがたみ。感謝してもしきれない存在と心に滲みるそんな作品でした。(内容を一部抜粋)

令和元年度 家族や地域の大切さに関する作品コンクールの最優秀賞表彰式 13：45～14：00
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【写真部門 最優秀賞】 村山 正晃 さん

【写真部門 最優秀賞】 松信 和芳 さん

表彰式／写真部門

【写真部門・最優秀賞】
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プログラム詳細
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【メール・手紙部門 最優秀賞】 堀内 津麦 さん

【メール・手紙部門 最優秀賞】 池田 京香 さん

表彰式／メール・手紙部門

【メール・手紙部門・最優秀賞】

【メール・手紙部門 最優秀賞】 丸山 香織 さん
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心理学というのは、元々、心の病気を治すための研究がされていました。第2次世界大戦の後に、兵士がアメ
リカに戻って、トラウマを抱えた兵士が早く社会に戻るために、心理学者というのを養成したので、心の病気を
治すということを目的に研究されてきました。そのうちに、病気を予防するようになりました。
今日は親も子も幸せになるコツということで、幸せをキーワードにお話をします。幸せについての研究がされ
てきたのは、本当につい最近のことです。幸せになるには、生まれつきの要因、環境的な要因、毎日する行動の
3つの要因が影響していると言われています。

世界に通用する子どもというと、すごく大きなことを言っている感じですが、世界に通用する子どもはどうい
う子どもかを私が定義したものはこうなります。世界中のどこにいても幸せで、自分の強みを生かして、目の前
の人を幸せにできる人です。

ここから親も子どもも幸せになれる4つの鍵ということで、お話ししたいと思います。幸せということを考え
たときに、エドワード・デシという方が2000年に発表した自己決定理論を紹介します。エドワード・デシは心
理学者ですが、自分で決められて幸せな子どもが育つ環境ということで、この3つの要因があれば、子どもは幸
せになると言っています。
一つは関係性です。親との関係や友達とのつながりがあること。もう一つが、自己効力感です。これは、やれ
ばできると思えること。そして3つ目が、自律性です。これは自分で決めてやるということです。そして、最近
の日本の研究では、自分で決めるということが、どれほど幸せに影響しているかということが分かっています。

では、一つ一つ簡単に説明していきます。1つ目は、関係性を育むことです。子どもは人との良いつながり、
特に良い親子関係があるといいといわれています。良い親子関係があると、後の心の健康に影響します。育む方
法はたくさんありますが、一つは、いいニュースに反応するということです。私たちは、困ったときに助けてく
れる人との間の人間関係が良くなるかなと思いやすいのですが、困ったときに助けてくれる人は、既につながり
がいい人です。そうではなくて、人と人との距離を縮めるものは、いいニュースを報告したときに相手がどう反
応するかであることが分かっています。

次の2つ目の鍵にいきます。関係性を育むことの次に大切なことが、自己効力感を育むことです。これは「や
ればできる、やってみよう」という気持ちです。
結果やその子の人格の代わりに、プロセスに注目すると、自己効力感が育つということが分かっています。それ
から、強みに注目するということです。ポジティブ心理学の中で、幸せな人たちがどのような人かということに
注目すると、自分の強みを知って使っているという方がすごく多いのです。自分の弱みや自分ができないところ
は、普段からたくさん目に入りますが、なかなか自分の強みは見にくいと思います。でも、強みに注目すると、
子どもは幸せになるし、問題行動も減ります。親子の関係を良くする、自己効力感、やってみたいという気持ち
を育む、それにはプロセスを見るとか、強みを見るということが大切です。

(内容を一部抜粋)

基調講演 「世界に通用する子どもの育て方」～親も子も幸せになれる４つのコツ～」 14：00̃14:45
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ニューヨークライフバランス研究所代表 松村亜里氏をお招きし、「世界に通用する子どもの育て方」
～親も子も幸せになれる４つのコツ～というタイトルでご講演いただきました。

プログラム詳細
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3つ目は、自律性を育むということです。自律性というのは、心理学ではあまり研究されていません。心理学
自体が、いろいろ研究して、人をコントロールしようというところから始まっているので、なかなかその人がや
りたいことを尊重しようという研究はされてきませんでしたが、それが最近はされてきています。
自律性の逆は、罰や報酬でコントロールをすることです。罰はとにかく心理学では悪いということがいわれま
したが、じゃあ、報酬はどうでしょうか。「何々をしたら自転車を買ってあげるよ」とか、報酬を普段から使っ
ているという方は、多分たくさんいらっしゃるのではないかと思います。実は報酬も相手をコントロールしてい
るので、自律性を妨げます。
3つのステップを踏むと、子どもは自律性を妨げられないということが分かっています。まず、相手の気持ち

に共感する、説明する、そして圧力を最小限にお願いしたり、あとは選択肢を与えたりすることで、子どもも親
も幸せになるということができます。

そして、デシは、関係性と自己効力感と自律性の3つを挙げていますが、私はニューヨークで学んだりして、
多様性というものがすごく大事だと思っているので、多様性を付け加えました。多様性は、性質の異なるものが
存在するということです。そして、違いを優劣にしないこと、違いを歓迎すること、あとは違いを個性と見るこ
となどが入ります。
みんなが同じでも、それでも多様性というものがあります。なので、子どもの多様性を認めるとか、子どもが
何か感じたことを否定しないで、「あなたはそう感じたのだね」と共感してあげるとか、そういうことが多様性
を尊重していきます。多様性というのは、実は幸せに欠かせないものであることが分かっています。

親が幸せになることについてお話しします。私は実際に子育てをしたときに、すごく大変でしたが、それは、
もう自分を犠牲にして、とにかく子どもたちを幸せにしようと思いました。そのときは、子どもに怒ってしまっ
たりすることが、なかなかやめられなくて、でも、自分が幸せになろうと思ったときに、子どもに優しくできる
ようになりました。

最後に、幸せは伝染するという研究があります。これは20年間、5,000人にアンケートをずっと取って、追跡
していった研究です。幸せな人を黄色、幸せでない人を青い色、その真ん中の人を緑色ということで、つながり
を表にしたものです。このつながりの色の移り変わりをずっと見ていくと、まず黄色い人の周りにいる人たちは、
時間がたつにつれて、どんどん黄色になっていきます。なので、ある人が幸せだと、その周りの人たちも、どん
どん幸せになっていくということが分かっています。
私の幸せというのは、自分の隣の隣の隣の隣まで伝染するということが分かっています。なので、親が幸せに
なるということが大切で、自分が幸せになることに罪悪感を感じることがあると思いますが、私自身の幸せを育
むことが、実は幸せな世界に貢献することだということです。こういうふうに、シャンパングラスの一番上を注
ぐと、少しずつ、家族、友達というふうにいっぱいになっていくイメージをしてみてください。

(内容を一部抜粋)

基調講演 「世界に通用する子どもの育て方」～親も子も幸せになれる４つのコツ～」 14：00̃14:45
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ステージショー／おしりたんてい なぞときショー 14：40～15：10
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鹿角が抱える課題の一つとして出会いです。男女の出会いなくして、結婚・子育てには続きません。
結婚イベントに参加できない、休日が不定期で出会いのきっかけとなるイベントに参加しにくい、若者
が県外に流出してしまい、出会える人そのものが少ないなど、出会いに対する課題が多くあります。
このことから、出会いに対する課題を解決するべく、私たちのチームが結成されました。

私たちのチームが主催したイベントや関わった催事について報告しますと、イベント主催はチームと
して初めての取り組みだったため、トライアル的に参加者15名以下のミニイベントを10月中に3回開
催しました。また、主催したミニイベントの他に、市外の団体との交流も進めてきました。羽後町で開
催された鹿角市と羽後町の独身男女の出会いイベントに、参加者兼スタッフとして参加しました。
きりたんぽ鍋といものこ鍋作り、気配斬り、eスポーツを行い、交流を深めました。この後に発表する
羽後町プロジェクトチームとも交流し、地域を越えた連携の足掛かりとしました。

今後の展望についてですが、短期的には、定期的にミニイベントを開催していこうと思っています。
定期的にイベントを実施することで、鹿角におけるチーム活動の認知・定着を図ります。長期的には、
開催と拠点作りを考えています。ミニイベントの開催で培ったノウハウを生かして、大規模イベントを
開催し、より多くの人が出会うことのできる機会をつくりたいと思っています。また、交流の場となる
拠点を、空き家や古民家を活用して作ることで、地域の空き家問題を解決しつつ、出会いの機会を提供
していきたいと思いました。

(内容を一部抜粋)

【鹿角市チーム】

【羽後市チーム】

プロジェクトのメンバー構成ですが、20代から30代の男性6名、女性5名、総勢11名で構成されてい
ます。こちらが今日の目次です。私たちは今日、町外の人とのつながりを広げること、出会いの場を広
げることを目的に発表しました。

出会いの機会が少ないとそもそも若者の数が少ないことを踏まえて先日、鹿角市さんと羽後町で、お
互いのプロジェクトチームによる交流会を行いました。この交流会は、鹿角市プロジェクトチームさん
の発表にもありましたが、とても和やかで、気を張らずに交流することができました。最終的には、秋
田県全体への発展と、結婚・子育てへと地域全体が盛り上がるようにつなげていきたいと思っています。
これらを踏まえて、私たちが掲げた課題解決のビジョンは、テーマと同じ、自分たちも参加しやすい交
流人口を増やした出会いのイベント作りです。以上に対する今後のアクションについてです。まずは、
町外または県外など、好事例のある場所への視察を行います。若者が参加したくなるような出会いの場
を作り出すため、面白さ、珍しさを兼ねそろえた出会いの場作りとなるヒントを得て、学んでいきたい
と考え、秋田県全体への発展と、結婚・子育てへと地域全体が盛り上がるようにつなげていきたいと
思っています。

「結婚と子育て未来創造プロジェクトチーム」活動報告 15：20～15：40

12

「結婚と子育て未来創造プロジェクトチーム」活動報告として、鹿角市チームと羽後市チームの２つ
のチームからの発表がありました。

(内容を一部抜粋)

プログラム詳細
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ステージショー／サンシャイン池崎 15：40～16：10

13

プログラム詳細
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ご結婚されお子さまもいる松村氏と椿田氏、まだ独身の池崎氏によるトークセッションを行いました。
サンシャイン池崎さんといえば、テレビでも話題沸騰の空前絶後ハウスということで、お母さま、お
父さまにお家をプレゼント。また、大の猫好きとしても知られ、施設に保護された猫を2匹引き取って
一緒に住んでおり、その保護猫のNPO団体でたまにボランティア活動を行っているとのこと。
「施設で預けられた猫ちゃんだと、何か違うものですか。何かありますか。」と質問されると、
「うちの子は、保護された子が産んだ子です。だから、生まれてから人間にすごく触れ合って、人なれ
しているので、すごく住みやすいです。すごく懐っこいです。誰が来ても、すぐ懐くし、一緒に寝てい
ますし、すごく家族感が強いです。もう家族なので、いない生活はもう考えられない」と答えてくれま
した。

次に、椿田氏から松村氏に「仕事や家事が思うように進まないとき、自分のいらいらをぶつけがちに
なり、「少し待っていてよ」とか思ってしまうことがありますが、どうしたらいいですか。」との質問
がありました。松村氏の基調講演では、「幸せな子どもを育てるには、親自身が幸せでないといけな
い」というお話でした。「自分が満たされていると、人にも優しくできるが、愛のバケツが減ってしま
うといらいらしたり、怒ってしまったりします。なので、そういうときは自分の好きなことをするとか、
誰かに頼んで子どもを見てもらったり、人と一緒に子育てをしたりします。あとは、私がもう一つやっ
たのは今、心理学で体の健康が精神に与える影響がすごく大事だと言われていて、いらいらするときは、
脳の中の動物の脳が活性化しています。なので、人間の脳を使うと収まります。人間の脳は考えると収
まるので、例えば、100から7を引いていくとか、人間の脳を使うと、いらいらも収まります。」
さらに松村氏から、愛のバケツをためる方法として、「愛のバケツをためるには、いろいろな方法が
あります。休んだりするのもそうだし、趣味をするのはすごく大事です。フローといいますが、没頭す
るものをする人は幸せで、愛のバケツもたまりやすいです。昔はやっていたが、今は子育てと仕事でで
きないこととかを、お子さんを少し預けて、やってみると愛のバケツがたまっていく。」と話してくだ
さいました。

また、秋田県の結婚に関する調査結果にも触れ、様々な意見交換がされました。

最後に、池崎氏・松村氏よりメッセージをいただきました。
池崎氏からは、「僕は子育てをしたことがありませんが、早めに僕も子どもをつくって子育てをした
いと思っているので、ぜひ皆さん、僕の先輩として、元気な子を産んでいただいて、僕が出ているテレ
ビをとにかく見せて、ゆくゆくはテレビ局に就職させて、僕をどんどんテレビで使うように教育してい
ただければと思っています。」との発言に、会場内は笑いに包まれました。
松村氏からは、「子どもは将来の日本、素晴らしい世界をつくっていく担い手で、社会の子どもなの
です。社会の子どもが、今、私たちの下で育ってくれていて、いろいろな人に助けてもらいながら子育
てをしていってほしいです。お子さんが大きくなったら、今度は近くのお子さんが小さい方を助けてい
ただいたりして、そして、とにかく自分が幸せにならなければ、子どもに優しくできないので、自分の
幸せに責任を持つということをしていただけたらと思います。」との言葉でトークセッションは締めく
くられました。

(内容を一部抜粋)

クロストークセッション 「親も子どもも幸せになる子育てとは？」 16：10～16：30

14

基調講演で登壇された松村亜里氏と、ステージショーに登場したお笑い芸人サンシャイン池崎氏、司会進行を
担当したフリーアナウンサー椿田恵理子氏の３名によるトークセッションを行いました。

プログラム詳細
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「家族の日 家族の週間」啓発ポスター 「家族の日フォーラム」ポスター

「家族の日フォーラム」チラシ
【表面】 【裏面】
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掲出物
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「家族の日フォーラム」アンケート 「家族の日フォーラム」封筒

「家族の日フォーラム」プログラム
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家族と地域の大切さに関する作品コンクール「作品集」

配布物
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松村様配布資料 全国共通展開自治体パスポート一覧
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配布物



運営計画実施写真
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受付・ホワイエ
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主催者挨拶
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基調講演
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ステージショー
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ステージショー
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クロストークセッション


	令和元年度「家族の日」フォーラム　報告書
	概要
	オープニング
	主催者挨拶
	表彰式
	基調講演
	ステージショー
	活動報告
	ステージショー
	クロストークセッション
	啓発ポスター・チラシ等




