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市長応接室

今年成人を迎える6人の新成人をお迎えし、
市長と語り合う新春座談会を開催しました。
それぞれの夢に向かって
歩む新成人の皆さんが、大村市をどのように考えているのか、
松本市長と対談していただきました。
はたちになった心境を
聞かせてください！

市長が聞きました！Ｑｕｅｓｔｉｏｎ
①今の仕事
（職場）
または学校を選んだ理由
②趣味または興味を持っていること
③現在の夢や目標
④市外の友人に大村を紹介するとしたら
⑤大村市の長所・短所
⑥あなたが市長だったら
最初は緊張した面持ちの新成人の皆さんでしたが、
徐々に会話も弾み、穏やかな雰囲気に包まれ、
終始笑顔が絶えない対談になりました。
その主な内容をご紹介します。

皆さん、
ご成人おめでとうございます。 れず、
これまで築いてきた絆を大切にし
新成人として大きな節目を迎えられ ながら、
今後の出会いと夢に向かって
た皆さんの人生には、
無限の可能性が がんばってください。
広がっています。大きな夢を持ち、
それ
に向かって一歩一歩努力してください。
若い皆さんにはパワーがあります。
後悔
しないよう、
これからの人生失敗を恐れ
ず、
何事にも積極的にチャレンジし、
たく
さんの経験を積むことが大切です。
また、皆さんが成人を迎えられたの
は、
多くの人の支えがあったからこそ。
こ
れまで出会った友人や恩師、
そして育
有意義な時間をありがとうございました
ててくれた家族への感謝の気持ちを忘

「チャレンジ」

何事にも失敗を恐れず
積極果敢にチャレンジを

松本

崇

Takashi Matsumoto

大村市長
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①父と兄が公務員として働いていて、
自 ④大村公園です。
サクラやハナショウブ、
ツツジやアジサイなど、
時期によって違
分にとって一番身近な職業だった公
う花々を楽しめ、
その時々で姿を変え Ｒｙｏｕｓｕｋｅ Matsuo
務員を選びました。今は、
目の前の仕
事に追われ余裕がありませんが、
自
る大村公園に魅力を感じます。
分の成長のためにいろいろなことに
⑤電車で通勤しているので、交通アク
挑戦していきたいです。
セスの良さは実感しています。大村
②魚釣りが趣味。
時間があれば地元の
工業高校のような全国で通用する
友人と釣りに出かけています。
夢は、
船
部活動がもっと増えれば知名度が
酔いを克服してマグロを釣ることです。 上がると思います。

松尾 亮佑

③高校まで野球をしていたので、
大好き ⑥大村がプロスポーツチームの本拠地
な野球とも関わりながら仕事でも人と
になれば、市民全体で盛り上がれる
のではないでしょうか。
のつながりを大切にして、
いずれ周り
から頼られる存在になりたいです。

「挑戦」

自分自身の成長のため
挑戦する姿勢を大切に

①中学生の頃、
食品偽装問題のニュー ④日本さくら名所100選に選ばれた大村
スを見て正義感が芽生えたことがきっ
公園や、
その他の市内のお花見ス
かけで、食品衛生監視員を志しまし
ポットを紹介し、花のまち大村をもっと
た。今は、大学に通いながら健康管
ＰＲしたいです。
理などの分野を学んでいます。
⑤森園公園から見る夕日がきれいで、
い
②パソコンで動画を作成するのが好きで
つも癒されています。一方で、
自転車
す。今回、
成人式の式典で流す映像
利用者が交通マナーを守れていない
の編集にも携わりました。
と感じるところが心配です。

大村市役所

谷口真奈美
Manami Taniguchi

③何かを企画したりステージに立つのが ⑥まずは市民の声を直接聞くことが
好きなので、
イベントなどで生かせる仕
大切だと思うので、積極的に市民
事に就いて活躍することです。
の皆さんと関わる機会を多く設けた
いです。

「未来」

自分の夢に向かって
悔いがないよう輝ける未来へ

①工業高校で学んだ知識を生かしたい ④市街を一望できる琴平スカイパークに
と思い、
今の会社を志望しました。
まだ
案内します。
ここからの眺めは最高
で、
私のお気に入りスポットです。
慣れないことも多いですが、
しっかり自
分の仕事に責任を持って取り組んで
⑤空港があり、長崎の玄関口なのは自
います。
慢ですが、若者の活気が足りないと
②テニスに打ち込んでいます。会社のク
感じます。
ラブチームに所属し、週末などは体を
⑥大学進学などで大村から出て行った
動かし、汗を流しながら仲間と楽しく
若者が、
また地元に戻って働きたいと
交流しています。
思えるような魅力的な大企業を誘致
③今の仕事に早く慣れ、
経験を積み、
そ したいです。
の道のプロになることです。職場の仲
間と切磋琢磨し合いながら自身を高
めていきたいです。

「感謝」

支えてくれたすべての人へ
感謝の気持ちを忘れずに
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①パソコンを使うのが好きで、
自分の得 ④カフェ巡りが趣味なので、今まで行っ
た中でもオススメのお店に連れて行っ
意分野を生かせる職場に就職したい
てあげたいです。
と思い、
この会社を選びました。事務
を中心に、
販売促進に必要な広告や
⑤緑がいっぱいで自然豊かなところは
資料づくりをしています。
魅力的ですが、
大学進学のために大
村を出る友人が多いので、大村にも
②スノーボードにはまっています。基本的
に体を動かすことが好きなので、
積極
大学などの学びの場があればと思い
的に外に出て、
いろいろなスポーツを
ます。
楽しんでいます。
⑥大村駅前に新しい賑わいの場「コレ
③仕事で誰にも負けない得意分野を持
モおおむら」ができましたが、
さらに範
つことです。
そのためにも、
日々学ぶ姿
囲を広げ、
アーケード全体の活性化に
力を入れたいです。
勢を大切にして、
たくさんの知識を身
につけていきたいです。

「夢」

一歩一歩
思い描いた夢に向かって前進

①中学生の頃に始めた銃剣道がきっか ④私が所属する自衛隊の記念式典に
けです。
この職業を薦めてくれた先生
招待したいです。誇りを持って仕事を
に銃剣道で恩返しがしたいと思い、
入
している姿をぜひ見てもらいたいと思
隊後も日々訓練に励んでいます。
います。
②銃剣道はもちろん、
小学生の頃からし ⑤空港や高速道路など、交通アクセス
ているサッカーや最近ではスノーボード
の良さはとても自慢できますが、若者
にも興味があります。
向けの専門店や集える場所が少ない
と感じます。
③銃剣道20歳以下の大会で、大村駐
屯地では初の全国大会優勝を果た ⑥市民の皆さんが安心して暮らせるまち
しました。
今後さらに練習に打ち込み、 づくりを目指します。市民の生の声を
2連覇を成し遂げたいです。
多く募るため、
いろいろな場所に意見
箱を設置します。

自衛隊 大村駐屯地

ＡｙａＹａｍａｂｅ

大村看護高等専修学校

「努力」

努力は天才にまさる
妥協せず一人前の大人へ

①入院した時、
いつも笑顔で接してくれ ④毎年楽しみにしている萱瀬のイルミ
た看護師さんに憧れ、今の学校に進
ネーションを一緒に観て、感動を味わ
学しました。私が元気をもらったよう いたいと思います。
に、
病気で苦しむ子どもたちに笑顔を
⑤人が温かく、地域のつながりが強くて
与えられる看護師を目指します。
支え合っている姿が印象的です。少
子化を食い止めるためにも、若者が
②小学生の頃からバスケットボールを続
出会える場所や、映画館ができれば
けています。体を動かすことと、歌が
いいなと思います。
好きなのでカラオケに行くことが私のス
トレス発散法です。
⑥大村には公立病院も多く、医療は充
実していますが、
さらなる高齢化に対
③看護師免許を取得し、
看護師長にな
ることが目標です。
そのために、今は
応するため、
一次医療の病院を増や
資格試験の勉強に励んでいます。
し、高齢者が住みやすいまちづくりを
目指します。

「責任」

はたちという節目を迎え
ひとつひとつに責任を持った行動を
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二十歳の決意を胸に誓って

﹁ 胸を張って送れる

人生
を

﹂
…

希望あふれる
未来 へ …﹂

﹁ 夢に向かって

西村 こはるさん
にしむら

私は今 ︑長 崎 を 離れ熊 本で大 学 生 活 を 送っていま
す︒
それまで当たり前に過ごしたふるさと大村︒他県
に出て改めて大 村の素 晴らしさを再 確 認 することが
できました︒高 校 時 代 ︑
ボート部に所 属し青 春の全て
を捧げた大村湾︒海に近かった大村をとても恋しく感
じます︒
私には妹が３人おり︑毎日にぎやかだったため︑初め
ての一人暮らしに最初は戸惑いましたが︑今ではその生
活を謳歌しています︒
しかし︑
日々の生活で感じる両親
へのありがたみも身に染みて感じます︒
一人暮らしは自由です︒怠惰で不摂生な生活を送っ
ても︑誰からもとがめられることはありません︒
しかし︑
制 限がなくなることが自 由ではありません︒﹁ 自 由と
は何か﹂
と考えると︑私が高校時代︑国語の授業で習っ
た丸山眞男さんの
﹁であることとすること﹂
という評論
を思い出します︒﹁今の状況に甘んじて受動的な姿勢
でいては︑本 当は自 由であるはずの選 択 肢も失ってし
まう︒自ら行動する者が本当の自由を手にすることが
できる︒
﹂
という内容です︒
現在の自分の全ては︑
これまで積み上げてきた過去
の全てです︒
また︑今の全ては未来の全てになります︒
それは︑私たち一人一人が未来への希望となることだと
私は思います︒
私は︑今の状況に甘んじず︑自ら行動し︑夢をつかみ
にいくような人 間になりたい︑
そんな人 間でありたい
と思っています︒成人として晴れの門出を迎えた今︑大
人としての自覚を持ち︑責任ある社会人として歩んで
いく決意をここに誓います︒︵要約︶

今 年 も 新 成 人や 来 年 成 人 式
を迎える皆さんが︑
ボランティア
スタッフとして企画や運営などに
携わりました︒

★ダンスパフォーマンス

▼伊 藤 希 美 さん▼浦田駿 佑
さん
▼太田原秀仁 さん▼小川
樹里 さん▼髙本祐介 さん▼酒
井敦勢 さん▼田中夢美 さん▼
谷口真 奈 美 さん▼辻 愛 子 さ
ん
▼鶴本ゆいか さん▼福田く
らら さん▼松尾亮佑 さん▼山
紋 さん︵五十音順︶

★企画運営スタッフの皆さん

思い出に残る成人式を

★次期新成人の皆さん
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私は今日から大人の仲間入りをします︒
今まで生き
てきた二十年間を振り返ると︑
喜びを感じた時や︑
落ち
込んだ時などさまざまな経験をしました︒
その経験か
ら︑
自分自身と向き合う力の大切さを学びました︒
成人を迎えた今︑若いからといって与えてもらうこと
ばかりに満足せず︑
自ら動いて成長しなければなりませ
ん︒
私たちは何事にも挑戦できますが︑
その責任も自分
で取らなければなりません︒
そのような環境の中で成長
するには︑自分で善悪の取捨選択をすることが大切だ
と考えます︒
そのために︑
どのような環境でも自分を見
失わないようにしたいです︒
時には悩み︑
迷うこともある
と思いますが︑
若者らしく夢に向かって突き進みます︒
私が二十年間で最も多感な時期を過ごしたここ大
村︒
今は県外に住んでいますが︑
帰省のたびに初心に帰
らされます︒
自分が育った地域の人々に会ったり︑
自然に
触れることで身が引き締まり︑
日々の活力につながりま
す︒
中学時代︑
厳しくもやさしい指導者のもと︑
駅伝の
練習に明け暮れたことで地道に継続する力が養われま
した︒
今の自分があるのは︑
大村の自然豊かな環境と温
かい人 間 関 係のおかげです ︒
この先つらいことがあって
も︑今までお世話になった地元の愛を忘れずがんばって
いきます︒
私の夢は︑
これまで育ててくれた恩師のように︑
情熱
を持って子どもたちに接することのできる人間になるこ
とです︒
これから歩む人生は山あり谷ありだと思いま
すが︑
それらを全て受け入れて乗り越えていこうと決心
しました︒
将来︑
誰にでも胸を張れる人生を送れるよう
歩んでいきます︒︵要約︶

坂野 正多さん

さか

の

しょう た

・チェリーブロッサム
・無礼男
（ブレーメン）

司会（次期成人者）

堀尾 祐史さん

