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森長京香さん（25）
＃保育士
＃奥出雲町出身
＃１歳の子の母

お く い ず も の 子 育 て 情 報

休みの日は三成遊園地によく

んですが、自分が生まれ育った奥出雲との

仕事と子育てはどんな感じ？

不便さは感じないです。松江・出雲・米子

環境のギャップをすごく感じました。都会

実家が隣にあるので、私が早番の時は子ど

だって１時間あれば行けるので、アクセス

だと屋上が園庭になっていたりします。交

もを幼児園に送ってもらったりしています。

はいい方かなと思います。

通量も多いので、散歩も気軽にでられる感

基本、お迎えはお願いしているので、やは

じではないです。奥出雲だったら、広い園

り頼れるところがあるのは強みだなと思い

庭があって、自由に散歩に行けたり、地域

ます。

の方が話しかけて下さったりする環境があ

るので、「私は奥出雲の環境で保育士にな
りたいな」と思い、帰ってきました。

学生さんへここだけは伝えたい
ことは？

高校生の時に住んでいたのと、大人になっ
て帰ってきて住んでみるのでは違う。車が
乗れるようになったのは大きくて、色んな

ネガティブな所は、私はそんなにないです。

いいところの発見もあるし、都会にいなく

でも、周りの都会に出てる人から見ると「不

ても不便ではないですよ。就職を考えると

神戸です。買い物するにはいい所はたくさ

便じゃない？田舎だし…」みたいに言われ

きに、ちょっと奥出雲も考えて欲しい！田

んありました。神戸の保育園は勉強に力を

ます。就職先が少ないとか、収入が少ない

舎だから不便だと思い込まないでね！

入れるところもあるし、運動に力を入れる

とかっていうイメージがあるみたいです。

ところもあるし、私立が多く特色は様々で

私は車さえあればどこへでもいけるので、

した。就職活動で、何カ所か園を見学した

んですが、「私は違うなあ…奥出雲に帰り

奥出雲の好きなところは？

取材を終えてみて ... 奥出雲で出会った移住者の人は「奥出雲で働こう」という意志を持って
る方が多いなと思います。３人のお話を聞いて「働くこと」に対してポジティブな意志を持っ
ていることもポイントだと感じます。「田舎は何も無い」とよく言われますが、人手不足の田
舎だからこそ、ちょっとしたアイデアが仕事に繋がることもあります。都会では当たり前の

ころがたくさんあるじゃないですか！川遊

サービスがなかったりするので、少しの手伝いが「仕事」として提供できたりします。自由

びや山道を上がってみたりとか。今、クラ

な働き方をしたい人にとっては挑戦のしがいがある環境です。地元の人達が新たな挑戦を優

ス活動で草花の染め物をしているんですが、

しく見守ってもらえる形がもっと増えるといいなと思います。少しでも気になる人は一度考

椿、たんぽぽ、ヨモギ、そういうものが簡

えてみては？また、奥出雲は子育てに協力的な企業もありますよ！

単に手に入る！そういう所もいいですよね。
虫や蛇がその辺にいたり、なかなか都会

奥出雲の求人情報

おくいずも子育て応援事業所

じゃできない体験ができます。私が小さい
頃は、木登りしたり、走り回ったり、虫を
捕まえたりして遊んでいました。これは食

募

集

べられるとか、これはかぶれるから触っ

子育て活動の宣伝やお知らせなどをKosodatʼs・母子モ・子育て情報

ちゃだめだよとか、保育所の先生が教えて

ポータルサイト 町ごと子育て奥出雲 に掲載する事ができます！質問

くれました。

や要望があれば「結婚・子育て応援課」へ気軽にご連絡ください。
Kosodat sのバックナンバー
発行元・お問い合わせ：奥出雲町教育委員会 / 結婚・子育て応援課
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人に聞いた︒

ちょっと外に出れば、自然に触れ合えると

I

ターン

たいなあ…」という気持ちが強かったです。

めっちゃ詳しい

進学はどこだったの？

あなたにとって奥出雲町はどん
な所？

良し悪しはその人次第

学生さんや︑

短大の授業の中で都会の保育園を見てきた

ターン・

CASE 3

言うほど田舎も不便じゃないし

U

奥出雲町で保育士をされている
のはなぜ？

Vol.14
移住に興味がある人へ︒

U-turn
行きます！
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もちろんターンした本人が一番知ってる。
堀江暁史さん（38）
＃システムエンジニア
＃奥出雲町出身
＃３歳と２歳の子の父

学生さんへここだけは伝えたい
ことは？

するといいと思います。いつか、ふとした

エ ル が？ど う し て、そ ん な 状 況 に な る ん

ことから「やりたいこと」が見つかったり

だ？」って困惑していました。幼児園に通っ

学生の頃に決める進路は「仮の進路」くら

すると思います。その時、それまで積み上

ている子どもの方がカエルを手で触ったり

いの気持ちでいて十分だと思います。ただ、

げてきた知識やノウハウが豊富であればあ

もできるんですよ。子どもの順応性はすご

どんな仕事に就いたとしても、その仕事の

るほど、みなさんの「やりたいこと」を実

いですね。あと、こっちの人ってガラガラ、

やり方をしっかりと覚える。また可能であ

現することが簡単になると思います。

こんにちはって、どんどん家に入ってくる

ればなるべく多くの職種（営業、経理、技

18 年鳥上で育ち、20 年大阪に

U-turn
住んでいました！

えぇ ... インターホンあるよ ...

術職、現場作業員など）を経験しておくと

奥さまびっくりしたエピソード

いいかなと思います。また仕事に関係なく

最近、家の中にカエルが入ってきた時は、

ても興味のあることは自分で学んだり実践

「どういうことなんや！なんで家の中にカ

じゃないですか。それをめちゃめちゃびっ
くりしています。「こっちの人はインター
ホンがあるの知らんのか？ガンガン入って

CASE1
奥出雲町に帰るのを決心したの
には、何か理由が？

草とかいっぱいありますよね！あと、私に

何か一つの大きな理由をきっかけに奥出雲

は知らないプチ生きるすべみたいのがいっ

学生さんへここだけは伝えたい
ことは？

ぱいあって…例えば、雪の時は屋根の下を

短期間でも、社会に出て何かアルバイトは

通っちゃいけんよ！とか、こういうサラサ

した方がいいと思います。私は２〜３年く

石田由果さん（33）

に戻ろうと思ったわけではなく、自分の中

＃看護師

の意識や考え方の変化があり、３月末に U

＃出雲市出身

ラしてる雪は積もるよ！とか、蛇が来るか

らいパン屋でレジ打ちをしてました。色々

ある奥出雲町の価値が高まったと考えるよ

＃５歳と３歳の子の母

らツバメの巣は作らせちゃいけんよ！とか。

なお客様がいるから臨機応変な対応をする

うになった点です。田舎が島根県の奥出雲

昔はサックス吹いてました！

そういうのは学校では習わないので ...。

勉強になったし、コミュニケーション能力

ターンしました。理由の１つは、過疎地で

町なんですって言うと羨ましがられること

が多いんです。あとは、大阪でやっていた
SE（医療関係）の仕事が、「自分がやりた

その中で、どうせ生活のために仕事をする

なら、収入のためでなくて、“自分のやりた
いこと、やってみたいことのために仕事を

する” っていうことを始めてみたいなって
思いました。この２つの思いが年々、積み
上がってきたのもあって、去年の秋口頃に

奥出雲に U ターンしようかなと考えました。

をすると、めちゃめちゃびっくりされるん

する状況や、少し大きめの病院に通わなけ

です。はなっから車しかないみたいな感覚

ればならないといった状況になった時、対

妻は大阪の人です。去年、大雪が降った時

ですよね。選択肢として自転車というのは、

象となる医療機関が少なく、距離が遠い事

に父親が写真を送ってきて、それを見て震

そもそもない！というところが、感覚とし

が不安です。また教育の機会について、長

え上がってました。
「どうやって生活すん

て印象に残るエピソードです。雪が降った

男が英語に興味を持っていたので大阪では

の？スキー場やん！」って言ってました。

ら無理ですけど、雪降る前までは自転車で

英会話スクールに通わせていました。奥出

まだ夏しか経験していないから怯えていま

通おうと思ってます。

雲にきた際、そのようなことに関して相談

スキー場やーん！

奥さまの反応は？

す。

（都会人）いや近いやん！

奥出雲で仕事・生活する中で、
印象に残るエピソードは？

仕事と子育てはどんな感じ？

できるところが無かったので苦労しました。

祖父母が近くにいることは大きいです。子

奥出雲のおすすめなところは？

どもたちの幼児園への送り迎えや少しだけ

斐乃上温泉がおすすめです。２歳の長女の

今、自転車で通勤しているんですが、その

面倒を見ていて欲しい時などにお願いでき

肌が弱く、大阪に住んでいるときはよく荒

話をしたときに、大阪の知人と奥出雲の人

るので、仕事と子育てを両立させる上でと

れていました。夜中に痒くて泣くことも多

とでは反応が全然違うんです。大阪では最

ても助かります。

かったのですが、奥出雲に戻ってから週１

寄りの駅まで自転車を使い、片道１時間の
職場から家まで７㎞くらいなので、自転車

奥出雲での生活で不安なこと
は？

で 25 分位で着きます。全然通えるなって

医療と教育の機会についての不安はありま

思うんですよ。でも、こっちの人にその話

す。例えば夜中の急な発熱などの緊急を要

通勤時間を毎日往復していました。今は、

で斐乃上温泉に入れるようにしたところ、
ピタリと無くなりました。かわいそうで
困っていたので助かりました。

I-turn

奥出雲町にはいつ来たの？

お子さんはすぐに馴染めた？

もあったけど、そういう事も大事かなって

すぐでした。人数が少ないからかな？すぐ

思います。社会に出るにはいい経験。ただ

に友達ができました。野菜作りや田んぼは

ただ勉強ばっかりになったら、だめかなっ

幼児園でやらしてもらってます。前の園で

て思います。勉強や経験をいざ社会に出て

は一大イベントみたいな感じで年間行事に

発揮する時に、まず人とのコミュニケー

今年の 2 月に来たので半年くらい経ちます。

組み込まれていたんですが、ここだと軽い

ションが必要ですしね。あと、お金を稼ぐ

結婚して 5 年くらいは出雲に住んでいまし

感じで、明日、畑行くから長靴で〜みたい

のは大変だなって分かりましたね。やりた

たが、夫が奥出雲出身なので戻ってきまし

な…そういうのは出雲とはちょっと違いま

いことやっておいた方がいいですよ。社会

た。今、子どもが 5 歳と 3 歳なので、小学

すね。

人って時間ないですから！

校にあがる前までには奥出雲に住んでいた
方がいいかと思い決断しました。

まだ冬は経験されてない？

引っ越した次の日が大雪だったんです。幼

児園の初日だったので、頑張って一生懸命、
雪かきをしました。

除雪の精度が神！

雪道の運転は大丈夫？

覚悟はしてましたけど…除雪のおかげで走

りやすかったです。出雲ではなかなかあの
量の雪は降らないです。

仕事と子育てはどんな感じ？

隣りが夫の実家なので、子どものお願いは

しやすくなりましたね。出雲でも、私の実
家が近かったから、両立の面ではそんなに
変わりはないです。

奥出雲町の好きなところは？

自然がいっぱいあるところですね。虫とか
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えっ明日っすか？ も鍛えられました。人に迷惑をかけること

CASE 2

い SE の姿なのかな」と思うことがあって。

ここは大人も子供も毎日がイベント

今決めるのは仮の進路くらいで考えても

くるけど」って、衝撃を受けてました。
はっ？
スタッスタッスタッ。

