
新しいコミュニティ様式
Face to Face Talk

#おうち先生  主宰 

小泉 卓登
Takuto Koizumi

　コロナ禍で外出自粛を余儀なくされた小学生に向けて、オンライン生配信による授業を行なう『#おうち先生』が、地方創生を推進する自治体

や市民による優れた活動を表彰する『第15回マニフェスト大賞』で特別審査委員賞を受賞した。この活動を主宰する小泉卓登さんは、富士市

出身・在住の現役大学生。昨年４月、新学期を迎えたばかりの小中学校が全国一斉休校になるという混乱の中、小泉さんは緊急事態宣言発出の

翌日に『#おうち先生』の開始を自身のSNSで表明し、さらにその翌日には第１回の配信を行なったというから、その決断力と実行力には感服

させられる。新型コロナウイルスによる負の影響はいまだ収束していないが、リアルに会えないことを嘆くなら、ウェブ上の空間を安心できる

「居場所」に育てていけばいい。パンデミックに背中を押されて旧来の価値観が変容していく今こそ、生きやすい社会を再構築するチャンスで

もある。そんな希望を抱かせてくれるインタビューだった。
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「新しいコミュニティ様式」　小泉 卓登

も明らかに困惑している雰囲気が伝わってきて、『勉
強を教えるにしては内容が中途半端』という厳しい
指摘もいただきました。そこで気づいたんです、子
どもたちは学力向上のために参加しているわけじゃ
ないし、今の僕がどれだけ頑張っても林修にはなれ
ないって（笑）。つまり、僕がやりたかったのは学習
塾の真似ごとではなく、居場所づくりだったんです。
毎日の配信や反響から工夫と改善を重ねて、折り紙
を折ってみんなと見せ合ったり、家の中にある『あ』
から始まるものを持ち寄ったりと、ゲーム性を高め
て楽しめるようにしていきました。最終的には 30
分間の授業中、子どもたちとしっかり向き合って、
それぞれの名前を呼んで、ただ楽しく会話をすると
いうスタイルになったんですが、子どもたちの表情
や保護者からの反響も良くなって、『＃おうち先生っ
て、これだよね』という確信に至りました。もちろ
んこれは僕一人でできることではなくて、無償にも
かかわらず先生役として参加してくれた仲間たちの
存在が欠かせません。サークル活動やアルバイトも
含めて、大学生活が凍結した苦しい時期でしたが、
みんなには感謝の気持ちでいっぱいです。じつはい
まだに直接会ったことのない先生もいるんですが、
同世代の仲間たちとオンラインでも信頼関係を築け

『#おうち先生』の取り組みについて教えてください。

　「去年の春以降は、大学生の僕も授業や就職活動が
中断してしまいましたが、SNSでつながっている地元
の皆さんから、自宅で過ごす子どもたちの生活習慣
や学習の遅れが心配だという声を受けて、今の自分
に何かできることはないかと考えました。オンライ
ン会議ツールの『ZOOM』を使ってウェブ上でやり
とりをすれば、外出自粛中でも子どもたちに情報を
届けられると思い立って始めたのが『＃おうち先生』
です。小学生を対象に、１コマ30分の授業を学年や
教科ごとに配信して、各家庭で希望する授業を無料
で視聴してもらうという仕組みです。僕一人で始め
たんですが、活動を知った大学生や高校生が手を挙
げてくれて、最終的には13人の先生役が得意分野に
沿った授業をする形になりました。学校が再開した
後も継続してほしいという保護者からの要望があり、
８月下旬まで夜間に実施して、冬休みには特別編も
配信しました。当初は富士市内の小学生を想定して
いましたが、口コミや各種メディアで紹介されたこ
ともあって、静岡県内の他市町から全国、さらには
海外在住者にも広まって、受講者は延べ２千人にま
で増えました。慣れない環境に置かれた子どもたち
に、安心して楽しく過ごせる時間や家族以外の人との
つながりを提供できたことに加えて、『生活のリズム
が整った』、『自発的な学習習慣が身についた』、『親に
とっても精神的に救われた』といった保護者の声が
数多く届いたことも嬉しかったです。」

これまでになかった仕組みを立ち上げ、継続する過
程では困難も多かったのでは？

　「今ではリモートワークの普及でオンライン会議
ツールも一般的になりましたが、当時はまだあまり
知られていなくて、保護者の方には、まずZOOMの
使い方を説明することから始めました。授業の内容
も手探りで、試行錯誤の連続でした。最初はオンラ
イン学習塾の講師のようなイメージもあって、計算
問題や漢字クイズをメインにしてみたんですが、モ
ニター越しに見える子どもたちの表情がものすごく
硬いんです。姿こそ見えませんが、隣にいる保護者

たこと、協力して社会的な価値を提供できたことは、
大きな財産になりました。」

小泉さんはこれまでにも市民活動の立ち上げや運営
に関わってきたそうですね。

　「地元での活動の最初は、2017年の成人式で実行
委員長を務めたことです。新成人が直接運営に携わ
るのが富士市の成人式の特徴で、当時僕は東京で一
人暮らしをしていたんですが、実行委員の公募を見
て迷わず申し込みました。どうせやるならと委員長
に立候補して、半年以上の準備期間を経て、多くの
同級生が集う成人式当日は大きな達成感を味わうこ
とができました。その過程で、地元への熱い思いを
持つ仲間がいることに刺激を受けましたし、それと
同時に、地域の未来や課題について、まだまだ若者
の関心が足りないなという問題意識も芽生えました。
僕自身も、生まれ育ったまちにもっと深く関わりた
いと思うようになって、その年に仲間と立ち上げた
のが『富士山わかもの会議』という市民団体です。
若い力で富士を盛り上げようというコンセプトのも
と、防災や選挙への啓発活動、SDGs についてボード

こいずみ・たくと ／ 吉原第三中、富士高校を卒業後、法政大学法学部に進学。2017年の富士市成人
式で実行委員長を務めたことをきっかけに、地元と若者をつなぐ社会活動に着手。同年９月に市民団体
『富士山わかもの会議』を創設し、初代代表となる。地域の課題を洗い出すワークショップやSDGsに関
する啓発活動など、時代のトレンドに即した取り組みを積極的に展開。新型コロナウイルス感染拡大に
より小中学校が一斉休校となった2020 年４月には生配信で無料オンライン授業を行なう『#おうち先生』
を立ち上げ、延べ２千人の小学生とその保護者が受講。子どもの居場所づくりを目的とした活動実績が
評価され、『第15回マニフェスト大賞』において静岡県内の事業として初となる特別審査委員賞を受賞
した。地元のコミュニティFM『Radio-f』ではナビゲーターを務め、ラジオの放送中もトレードマーク
の下駄を愛用するなど、個性的なキャラクターの持ち主でもある。

小泉 卓登 1996（平成8）年４月26日生まれ   （24歳） 富士市出身・在住

＃おうち先生 主宰　法政大学法学部４年

ズーム

はやしおさむ

Facebook ページ

これまでの活動の記録はこちらから↑

# おうち先生

ラジオエフ

小泉さんの自宅から配信される『#おうち先生』の授業風景

オンライン会議ツール・ZOOMのユーザー画面

自作の資料を使いながら子どもたちに語りかける



ゲームを使いながら学ぶワークショップなど、地域
社会の課題や未来について考える場づくりに取り組
みました。最初のうちはイベントを開催しても、緊張
してうまく思いを伝えられなかったり、準備不足で
会場の一体感を作り上げることができなかったり、
失敗もたくさん経験しました。ただ、僕はたいてい
何でも最初は失敗するんです（笑）。でもそこから学
んで、成長すればいいのかなとも思っています。現在
は『富士山わかもの会議』の代表を後輩に引き継ぎ
ましたが、富士の若者が社会に対して積極的に行動
する機運がさらに高まると嬉しいですね。」

幼少期からリーダーシップを発揮する性格だったの
でしょうか？

　「いえ、10 代の頃はむしろ学校やコミュニティの
中で浮いている存在でした。高校受験までは何の疑
問も持たずに勉強していましたが、多くの大人や同
級生が良しとする価値観の中で、何のためにこんな
に勉強するんだろうと考えるようになって、既定の
レールを走ることへの違和感が増していきました。
勉強をやめると当然成績は落ちるわけで、高校時代
は誰からも評価されない場所で悶々としていた感じ
ですね。浪人生活を経てなんとか入った大学では、
『やっと自分らしく活躍できる！』なんて考えたのも
束の間、一度の講義に学生が５百人も集まるマンモス
大学では、教授の記憶にすら残らない、大勢の中の
一人でしかありませんでした。オープンキャンパス
の学生統括を務めたりもしましたが、結局は毎日な
んとなくアルバイトをして、ゲームをして、なぜか

髪を赤く染めてみたりして、肝心の授業では教室の
一番後ろでカップラーメンを食べてるみたいな感じ
で、なりたい自分とはかけ離れた存在でした。大き
な転機になったのは、大学の先輩が『名古屋わかもの
会議』という市民活動を立ち上げて、東京と名古屋
を往復しながら頑張っていると知った時です。東京
で学生生活をしながら、自分の地元を盛り上げる活
動なんて可能なのかと、衝撃を受けました。僕は心
に響いたらすぐに動くタイプなので、まだ面識のな
かったその先輩に連絡を取って、話を聞くために会
いに行きました。熱い思いを語る先輩の姿がかっこ
良くて、憧れて、富士でも若者の力で何か貢献でき
ることはないだろうかと考えるようになったんです。
その思いが成人式の実行委員長や『富士山わかもの
会議』の発足、そして『#おうち先生』の活動へとつ
ながっていきました。」

その思いがある限り、今後も活躍の幅は広がりそう
ですね。

　「これから先、企業や組織に所属することになれば、
当然そこが僕の活動の軸になりますが、その中でも
自分なりにできることはあるはずです。自分がやり
たい、やるべきだと感じることには一生懸命取り組
んでいきたいです。そもそも、コロナも含めた世界情
勢や労働環境がこれだけ不安定で不確実なものに
なっている中で、何十年も先の人生設計まで決めつ
けて、それに縛られて生きること自体、ナンセンス
だと思っています。今に集中して毎日を送りながら、
世の中の動きに応じてその都度柔軟に軌道修正して

いく。その努力を繰り返した先に、いつか何者かに
なれた自分がいれば最高だと思います。『#おうち先
生』の活動も、最初から２千人のコミュニティを作
ろうとしたわけではなくて、目の前にある社会課題
を解決するために、まずは行動を起こすことから始
めました。社会への影響力を高めたいなら、最初に
やることは人集め、お金集めではなく、旗振り役が
自らの思いで動くことです。その姿を見せることで、
仲間や後輩、賛同者もついてきてくれると思うんで
す。そのためには、どんな環境にいてもユニークな
存在であり続ける必要がありますし、また同時に、
周りにいるユニークな人や考え方を受け入れていく
ことも大切ですよね。『#おうち先生』で印象に残って
いる出来事があります。ある不登校の子が参加して
いて、モニターには顔を出さないんですが、チャット
という文字のやり取りではいきいきと会話をしてく
れたんです。学校には行ってないけどデジタルツー
ルには精通していて、条件が変わるだけでその子の
得意な能力や表現力が最大化することもあるんだと
気づきました。授業を終えた後、その子のお母さん
がすごく喜んでくれたことも忘れられません。そんな
経験を通じて実感したのは、教育は一律である必要
はないし、学校の黒板と机の上だけでやるものでも
ないということです。オンラインで大学生のお兄さ
んお姉さんと会話することも、海外の子どもたちと
交流することも、教育の一つですよね。小学校の通
知表には左側に学習面の評価、右側に生活面の評価
があります。これまでは学習面でどれだけ丸がつい
たか、親も子もそこばかりを気にする傾向が強すぎ
たんです。そして僕自身、その価値観に窮屈さを感
じてきました。でもこれからの教育はそうではない、
通知表の右側の欄を重視したものになっていくはず
です。協調性、リーダーシップ、公共心、情緒など、
より本質的な人間力が育まれる教育であってほしい
ですし、それを推進する社会を作っていくのが、僕
たちの世代の役目だと思っています。」

Title＆Creative Direction/Daisuke Hoshino

Text＆Photography/Kohei Handa

すぐに動く　失敗したら反省して　また動く

富士市成人式の実行委員長として壇上に立つ

『富士山わかもの会議』での活発なワークショップ
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～お店からの最新情報と粋な話題をお届けする紙上のブログ～

富士市本町16-6-2F　TEL 0545-61-4000
かみやー潤天堂

受付 10:00 ～ 18:30 日曜・祝日定休
臨時休業あり 隣接駐車場あり

旧国一GS

富士
第一小

開智塾

↓富士駅

かみやー潤天堂 検索

かみや
潤天堂
かみや
潤天堂

ガストガスト

静岡中央銀行静岡中央銀行

富士パーキング富士パーキング

富
士
本
町
通
り

（旧 薬局ファーマシーかみや）

口が渇きにくく、眠気が少ない
のが特徴の『ホノビエン錠』。
生薬配合の鼻炎用内服薬です。
今年の春は花粉が多く飛ぶと
もいわれています。くしゃみ、
鼻みず、鼻づまり、なみだ目、
のどの痛み、頭重（頭が重い）
でお悩みの方におすすめです。

アレルギー性鼻炎でお悩みの方へ

ご来店が難しい方は電話でのご相談
や商品の郵送にも対応いたします。
また、各種漢方薬に関するご相談も
承っております。　　　店主  神谷

4日分 1,270 円 10日分 2,550円 33日分 4,900円（各税別）

富士市吉原 2-2-10　TEL 0545-53-5575
シードルフィン

営業時間 10:00 ～ 20:00

シードルフィン 検索
水曜定休

御幸町
交番

トンボヤ
吉原商店街

シードルフィンシードルフィン
吉原中央駅吉原中央駅

清水銀行清水銀行

吉原屋吉原屋

市営駐車場市営駐車場

https://cdolphin.jimdofree.com/

シュークリーム 180円１個 （税別）

今、やさしい甘さが大切

富士市津田町 101-1　TEL 0545-52-2525
レクアシォン

11:30～14:00 （13:00 L.O） 18:00～22:00（20:00L.O）
月曜・第２火曜定休　駐車場あり

DADA

ホワイト
パレス

不二家

かつ政

うな政
旧国一

レクアシォンレクアシォン

セブンイレブンセブンイレブン

http://www.lequation.jp/レクアシォン 検索 全席禁煙

春の門出を食卓で祝う

ランチ
ディナー

フルコース
シェフお任せフルコース
スペシャルフルコース

6,000
8,000
10,000

1,800円（平日限定）・ ・ ・3,000円 4,200円 6,000円

円
円
円

・・・・・・・・・・・
ハーフコース 4,500円・・・・・・・・・・・

・・・・・
・・・・・

ウイルス対策として席数を減らしておりますので、事前のご予約を
おすすめいたします。  上記コース料理の価格はすべて税別です。

グリーンアスパラ ポーチドエッグ添え

富士市宮島で助産所を営み、出産・産後ケア・育児相談から、更年期
以降の女性の健康管理まで、出産を経験する女性の一生をサポート
する「ママたちのお母さん」。母親のための各種教室も随時開催中。

富士市宮島 1062-8　TEL 0545-63-1608
　www.nao-sanba.com

　www.nao-kango.jimdofree.com

菜桜助産所

訪問看護ステーション菜桜

助産師・保健学博士
菜桜助産所代表ほった く み

堀田 久美

ミモザの花に祈りを込めて

　３月８日は国連が1975年に制定した「国際女性
デー（International Women’s Day）」です。ニュー
ヨークで女性労働者が婦人参政権を求めて行なった
デモがその起源だといわれています。

　「女性」だけに焦点を当てることや、「男性」「女性」
と二分すること自体に異議が唱えられることもあると
思いますが、いまだに日本でも女性であるために不利
益を被ることが日常にあふれていることは事実です。

　連日ワイドショーで女性に対する差別発言が問題
になっています。会見での長いやりとりから切り取
られた一部分が発言者の真意を示しているかは不明
ですが、日々の生活の中で蓄積されている人々の鬱憤
が、そこで報じられた言葉によって敏感に反応したの
かもしれません。

　2020年の男女格差を測るジェンダー・ギャップ
指数（Gender Gap Index：GGI）において、日本は
世界153ヵ国中121位という衝撃的な結果でした。
健康・教育・政治・経済の 4分野のうち、特に政治と
経済の順位が影響していたそうです。

　とはいえ、男女共同参画という言葉が違和感なく受
け止められる時代にもなり、何年か前までは、週末に
夫が家にいることに対して、「お昼ごはんの支度が大
変」とか「家が片付かない」と不満の声を聞くことが

多かったものですが、最近では夫が不在だと「一人
で子どもの世話をしなくてはいけなくて不安なんで
す」と相談されることが増えて、子育て世代の男女
間の関係は確実に変わりつつあることを実感してい
ます。

　一方で、新型コロナウイルス（COVID -19）による
社会的な動揺が影響しているのでしょうか、なぜか
最近、性的な問題で傷ついた女性のお話を聞く機会
が増えています。嫌がっているのにもかかわらず夫
に押さえつけられて関係を強要されると震える女性、
同級生に卑猥な言葉を言われ追いかけられた高校生、
塾で胸を触られた女の子、夫との夫婦生活を望んで
いるのに拒否され、淫乱だとののしられた女性、な
どです。

　双方の同意のない性的な行為は、たとえ夫婦でも、
言葉だけだとしても、服の上からだとしても、NO！ 
深く傷つけられたことに変わりはありません。また、
夫婦の間でさえ互いの性に向き合い自分たちらしい
関係について話ができていないことも、日本ならで
はなのかもしれません。そして相談した相手からの
「服の上からだけで良かった」「夜遅くに一人で道を
歩かないように」「短いスカートを履いていると危な
い」など、被害者を思いやったつもりの発言でさら
に傷ついたとも聞きます。被害者に対して、第三者
による苦痛を思い出させるような発言や、原因が被

害者自身にあったとして被害者を傷つけることを、
セカンドレイプと呼びます。被害を予防するための
行動と被害の原因とは分けて考える必要があります。

　女性に対する暴力や差別は論外ですが、時代の変
化の中で、これからは「女性の権利を！」というような
戦いの構図ではなく、周囲の人たちに感謝や優しい
気持ちを表現しながら、社会の中で性別や理不尽な
差別によって苦しんでいる人がいるということを思
い出し、助け合いましょうという活動に移行してい
くのかもしれません。イタリアでは国際女性デーに、
愛や幸福の象徴であるミモザを女性に送るのだそう
です。富士市でもミモザの花をシンボルに、女性が、
そしてすべての人々が、自分らしく生きることができ
るようにと祈りを込めた活動が始まりました。黄色
くかわいらしいミモザの花を見ていると、ほっこり
優しい気持ちになれそうです。

ミモザのリース



「こうしてほしい」に応える

　素人には難しいエアコンの取り付けや掃除、年々溜
まってしまう不要品の片付け、長年の汚れが気になる
水回りの掃除……こういった暮らしの困ったことを
どこに頼んでよいのか分からず、結局ほったらかしに
してしまう、そんなことはないだろうか。県東部で活
躍する富士市のなんでも屋さん『便利サービス』は、
お客さんのニーズに合わせてさまざまな依頼に応え
てくれる。代表の市川寿雄さんに、具体的にどんな仕
事を請け負っているのか伺った。

　「窓拭きやキッチン、水回り、高い場所の掃除や床の
ワックスがけなど、高齢になって今まで自分でやって
きたことをするのが難しくなったと、年末などに大掃
除の依頼をくださる方が多いです。春は引越しの
サービス、夏にかけては草刈りの依頼が多いですね。
あと、犬の散歩などペットの世話もあります。」

　依頼を受けているサービスの一つに、コンサートの
ための楽器の運搬や録音がある。市川さんは、学生の
頃は吹奏楽部に所属し、サラリーマン時代は楽器販売
の会社に勤務。現在は吹奏楽団に三つ所属している。
繊細な楽器の扱いに長けている市川さんを頼って、演
奏会のたびに楽器運搬の依頼をする奏者のお客さん
もいるそうだ。

　便利屋という仕事を選んだきっかけは、独立を思い
立った時、さまざまなフランチャイズチェーンについ

て研究したことだった。

　「ハウスクリーニングやエアコンクリーニングなど、
それぞれ専門の業種がありましたが、どれも特化しす
ぎていて本当に十分なニーズがあるのかどうか定か
ではありませんでした。どうせならいろいろなサー
ビスを幅広く提供してお客さんのニーズに柔軟に応
えたいと思い、とある便利屋のフランチャイズに加盟
しました。」

　お客さんからは日々、さまざまな問い合わせが来
る。加盟店としてひと通りサービスができるように
本部の研修を受けたが、最初はできるかどうか分から
ない案件も多かった。それでも依頼を受け、やり方を
調べ、道具を揃え、実践をしながらできる仕事を増や
していった。多くの経験を積み、フランチャイズから
独立した現在は、専門職の道具も多く駆使して高いレ
ベルの仕事を行なう。

　1996年に開業し、今年で25年目となる。自身の
事業を定義するとしたら？という質問に、「お客さん
の “こうしてほしい” を提供することです」と市川さん
は答えた。

　お客さんからの電話は、「どこに頼んで良いのか分か
らないんです。やってもらえますか？」という切実な
質問から始まるという。長年の経験から自分が応えら

れる範囲を見極めて、受けた仕事を全うする。依頼の
多くは、草刈りや部屋の片付けなどのような地道な作
業が多い。便利サービスは、手付かずとなって止まっ
ている物事の時を進める仕事ともいえるだろう。

　取材後、家で大きな家具を少し横へずらそうと一人
で押してもびくともしない。こういうことも頼める
かな……と便利サービスを思い浮かべた。暮らしの
中で困ったことがあった時、相談できるところがある
というのは、安心できる。

　　　　　　　　　　　 （ライター／針ヶ谷あす香）

便利サービス  市川寿雄さんの対応力モノものがたり ⑥

いちかわ　ひさお

便利サービス

富士市島田町1-94
TEL：0120-190-441
http://benri-service.net

市川寿雄さん
便利サービス 代表

2021年 2月号 2021年 1月号

薬菜健康クラブ 茶香房 山田製茶
浅野 龍雄 さん

2021年 3月号

ベルソー・デ・シャトンズ
赤石 朔 さん 山田 典彦 さん

バックナンバー

www.facetofacefuji.com

日常の中で見つけた、つい撮ってしまいたくなる、あんなモノ
やこんなモノ、ありますよね？ひとりでニヤリと楽しむだけ
じゃもったいない！紙面上で共有しちゃいましょう♪

落ち着いた佇まいに貫禄を感じます。のんびり、ゆっ
たりとしたフォルムに癒やされますね。（編集部）

近 所のご高 齢のワン
ちゃんが、なんともいえ
ぬ顔で日向ぼっこをし
ていました。話しかける
と尻尾をちょっと上げ
て軽い挨拶をしてくれ
ました。

さん散歩中：

美容院だけに、髪の毛が生えたようにも見えますね。
草の生命力にも「頭」が下がります。 （編集部）

通勤途中、いつも通る
美容院の屋根をふと見
たら、「草」が生えていま
した！なんだか縁起が
いい……。

さんダッシュ：

「奇跡の瞬間」「クスッと笑えるモノ」「癒される表情」etc…あなたが身の回りで発見したネタ
を写真に撮って編集部まで！お住まい（町名）・お名前（ニックネーム可）・写真の説明文（40
～60文字程）を添えてメールでお送りください。お送り先は紙面最終ページをご覧ください。
粗品発送先確認のため、投稿が採用された方には編集部よりご連絡いたします。メール受
信設定などによりメールが届かない可能性がありますので、掲載号の発行日より２週間以
上経過した場合は、お手数ですが編集部までご連絡ください。

あなたの１枚募集中！

採用された方に粗品を進呈☆富士市島田町1-94
便利サービス

0120-190-441　受付時間 9:00～18:00
年中無休　駐車場あり

http://benri-service.net/便利サービス 検索

～他にも家のお困りごとなら何でも～
不用品の処分 倉庫の清掃作業

代表・市川 エアコンの設置・撤去・クリーニング  など
水廻りのトラブル 引越しのお手伝い

お引越しが決まったら

《基本料金》

見積り無料
年中無休

土日も同料金
賠償保険加入済

スタッフ１名１時間 につき
3,000円（税別）+出張費

忙しい年度末、ご家族・単身・オフィスの引越しを梱包
から運搬、各種清掃作業まで、トータルに承ります。

かつ政

ミニストップ

R139

便利サービス便利サービス 島田公園島田公園

うな政うな政

富士警察署富士警察署
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星野新聞堂

〒417-0049
静岡県富士市緑町1-28

（コンテクスチュアリー・コンテンツ・スタジオ）

星野新聞堂による新聞折込および

Face to Face 入手方法

ポスティング（一部地域を除く富士市）
富士市・富士宮市内の公共施設
広告掲載店その他店舗・民間施設
星野新聞堂本社窓口

☎0545-55-0033

facetoface@shinbundo.com
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『Face to Face』は、協賛広告の掲載店舗様ならびに、星野新聞堂から
新聞を購読しているお客様に支えられて成り立っている媒体です。
私たちの取り組みや紹介した人物の活動に共感していただける方は、
ぜひ星野新聞堂からの新聞購読をご検討いただければ幸いです。

保護 特集猫
先月号に登場した小学生の保護猫活動家･赤石朔
くんが、家族を探している猫たちを紹介します。

◎ 個別お見合いのお問い合わせ
　 TEL：080-4929-0117（ベルソー・デ・シャトンズ 赤石）
◎ 毎週日曜は YAYA カフェ （富士市富士町 16-1）にて譲渡会開催（要予約）
　 TEL：090-8861-5148（YAYA カフェ 小林）

ピンクちゃん  （メス：３歳）

優しい毛色が自慢のパステル三毛です。人が大好きで、すぐスリスリ
したくなります。チュールが大好物な甘えっ子です。  （避妊済）

りつくん  （オス：３歳）

昨年11月末の火災から逃げてきました。治療も頑張って元気になりまし
た。穏やかで優しい、りつのお気に入りの場所はお膝の上です。 （去勢済）

インスタグラムで猫たちの写真を配信中 >>>

締切63 必着

応募方法

（木）3月25日

当選者の発表は引換券の発送をもって代えさせていただ
きます。引換券から賞品への交換は店頭にてご当選者様
ご自身で行なっていただきますので、ご了承ください。

いただいた感想等は、公式ウェブサイトで
匿名で紹介させていただく場合があります。

① 希望賞品名 ② 氏名 ③ 年齢  ④ 〒住所  ⑤ 電話番号 
⑥ 「Face to Face」の入手先  ⑦ 「Face to Face」へ一言
（今月号の感想、面白かった記事、紙面全般へのご意見・
ご要望、今後取材してほしい人など）

下記の内容をご記入の上、ハガキまたはメールにてご
応募ください。（宛先はページ下参照）

10 個入り ５名様 5個セット ５名様
【あにぱんや】富士市鈴川町9-29【南岳堂】富士市吉原2-3-24

創業170年の時を伝える伝統の銘菓 野菜の色を使った健康で安全なパンのお店

南岳堂 栗まんじゅう あにぱんや かわいい動物パン

配布４月のポスティングスケジュール 搬入 10（土）まで 14（水）～

チラシ配布に関するお問い合わせは

星野新聞堂

☎ 0545-52-0376
【受付時間】月～土曜9:00～17:00

（祝日除く）

広告＆マーケティングチーム

『Face to Face』はポスティングで実験配布中！

新聞配達の
スタッフが
配ります

新聞を購読しない
若い世代にも
効果的に届きます

新聞オリコミと
ポスティングの
併用も可能です

中心市街地
以外のエリアにも
届きます

　小泉さんの名前を最初に目にしたのは、数年前に地元各紙を
賑わせた「富士山わかもの会議」についての記事でした。正直言っ
てそのときは「首都圏に出ていった大学生が地元のことなんて
真剣に考えられるはずがない」と思っていました。私自身がそ

んな大学生でした。田舎を捨てるようにして東京を目指し、とにかく一刻も早
く都会人の仲間入りをしたかったような、そんな10代、20代だった人は、昭和
48年生まれの私の世代から上には多いのではないでしょうか。去年、コロナの
中での小泉さんの地に足のついた活躍ぶりを見て、自分もそんな世代の色眼
鏡をかけていたことを思い知りました。
　世代というのはグラデーションのようにゆっくり移り変わるものではなく、

ある年齢を境に持っている価値観が一気に変わるように、個人的には感じて
います。時代ごとの大きな事件が共通体験になるからでしょう。今、都会の
大学生たちの中にはコロナによる大学のオンライン授業化で地元に戻ってき
ている人も多いようですが、彼らにとっての「都会」と「地方」に対する考え方
や距離感もまた大きく変わっていくことでしょう。そういった二者択一自体
がもはや意味なくなり、優劣でもなければどちらかへの帰属でもない、両方
の「いいところ取り」が地方活性化の起爆剤になりそうな気がしています。

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　Face to Face 編集長　星野 大輔


