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　今回は「よさこいの木村」として、福山の超

有名人、備後ばらバラよさこい踊り隊の木村真

弓隊長に、柔整ひろしま企画「広島の星」とし

てお話をお聞かせ頂きました。

職業
エアロビクス＆ジャズダンス インストラクター

平成大学健康スポーツ学科 非常勤講師

木村 真弓さんの自己紹介
　元気だけが取り柄なので、身体を動かす事を

仕事とさせて頂いています。人と人とが交流し

て楽しい時間が生まれる事が大好きで、何かお

もしろそうと思ったものは、なんでもとびつく

習性があります。よさこいも、ローラちゃん

も、福山の町が元気になるパワーがたくさんあ

るので、仲間と一緒に日々、がんばっていま

す。

『広島の星』『広島の星』

備後ばらバラよさこい踊り隊
福山市ゆるキャラ・ばらの妖精 ローラちゃん応援隊

木村 真弓隊長
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　まずは、よさこいを紹介させて頂きます。

よさこい
よさこいは、夜さり来い(夜にいらっしゃい)という古語が変化した言葉。または、高知県の民謡
であるよさこい節、同県のよさこい祭りの略。他に高知県のよさこい祭りの形式を取り入れた、
各地の祭り・イベント・踊りの呼称として、よさこいと呼ぶ場合がある。よさこい節のよさこい
の意味は、どの説に従うかによって解釈が異なる。

ＹＯＳＡＫＯＩ
ＹＯＳＡＫＯＩ(よさこい)は、高知県のよさこい祭りから端を発した、踊りを主体とする日本の
祭の一形態である。1990年代に北海道札幌市のＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りが成功したこと
により、そのノウハウをもとに2000年代にかけて各地に広がった。広島県ではフラワーフェス
ティバルのきんさいＹＯＳＡＫＯＩが代表的である。

よさこい祭り
よさこい祭り（よさこいまつり）は、毎年８月９日の前夜祭、８月10日と８月11日の本番、８
月12日の全国大会と後夜祭の4日間にわたって高知県高知市で開催される祭り。前夜祭の行われ
る９日には、約4,000発の花火を打ち上げる高知市納涼花火大会も開催される。延べ約100万
人の人出があり、四国三大祭りの一つである。祭り本番は市内９ヶ所の競演場・６ヶ所の演舞場
で趣向を凝らした150以上のチーム・約1万5000人が演舞を繰り広げる。

Ｍ：村上）本日は大変、お忙しいのにも関わら

ず、今回のインタビューに承諾して頂きありが

とうございます。私が「広島の星」を担当する

ことになったら、初めから広島の星は「木村さ

ん」しかいてないと思っていました。二つ返事

で了解して頂き、ありがとうございます。

Ｍ）さっそくですが、インストラクター（エア

ロビクス＆ジャズダンス）、よさこいを始めよ

うと思われたきっかけを教えてください。

木村）子供のころから踊ることが大好きでとこ

ろ構わず踊っていました。本格的に習ったの

は小学校５年生のバレエ教室です。家ではかな

り嫌がられていましたが、妹や弟に振り付けを

つけたりして、自作自演の発表会とかやってい

まして、昔から誰かと何かをするのが好きでし

た。

　卒業後、住宅メーカーに就職すると共に踊り

から離れ営業に励んでいました。ある時、ふと

したきっかけでフィットネスクラブに入会した

ら、とても輝いているインストラクターのかた

がいらっしゃって…。ちょうどその時、インス

トラクター養成コースを受講できると聞いて迷

わず挑みました。でも転職を親に話すと猛反対

されました。せっかく入社できた住宅メーカー

でしたし、インストラクターって月給制じゃな

くって、一教室いくらですから…。「そんな不安

定な仕事をしてどうするんだ」と。でも、「これ

が私の人生のきっとやりたい道だと思うから」

と懇願しました。なかなか納得してくれません

でしたが、最終的には「見ていてください！」

と踏み出しました。その後、ジャズダンスを始

めたり、よさこいを始めたりして、いつも活き

活きとがんばっている姿を見て、やっと認めて

くれるようになりました。

Ｍ）ジャズダンス、よさこい、をやっていなけ

れば、普通に働き、それなりに生きていたので

すもんね。普通が良くないと言う訳ではないで

すが…。

　今の木村さんの活躍をみたらご両親は、とて

も喜んでいるんじゃないですかね。

木村）はい、自分の好きな事を生業としてやっ

ていけるお前は、幸せモンだぞと申しておりま

す。

Ｍ）去年もフラワーフェスティバル、福山ばら

祭り、高知県のよさこい祭り等、びんばらの活

躍、素晴らしかったですね。よさこい「びんば

ら」を始めたきっかけを教えてくれますか。

木村）2001年に自分のジャズダンスクラスの生

徒さんが「よさこい祭りがおもしろいんよ」っ

て熱く語ってくださって、その熱意に押され仲

間と行ったんです。初めて見た高知よさこい祭

り。びっくり！でした。地方車（音響機材を搭

載した車で主によさこい踊りに用いられる）は

大きく、大音量で、白髪のおじいちゃんから、

よちよち歩きの子供まで笑顔で汗流して、わい

わい踊っているのを見て、本当に感激でした。

それで刺激を受けて私達もやりたいと思ったん

です。帰って早速、高知の方に相談して、曲

や衣装を借りたりして仲間８人で始めてみたん

です。まずは一緒に踊る仲間を募ろうと思い、

福山中のフィットネスクラブに「よさこいを

したいんです。レッスン料は頂きません、よさ

こい教室をやらせて下さい」と頭を下げてよさ

こいレッスンをはじめさせてもらったんです。

フィットネスクラブのメンバーさん、初めての

よさこい、初めての鳴子に、たくさん集まって

下さいました。そして、盛り上がってきた仲間

達100人と、2002年、福山ばら祭ローズパレー

ドり出場させて頂き、最優秀賞を頂くことがで

きました。

Ｍ）「備後ばらバラよさこい踊り隊」って、どう

してこの名前にしたのですか。

木村）福山といえば「ばら」です。またよさこ

いがなかったら「バラバラ」の人達が力を合わ

せてよさこいをがんばっていますという意味を

かけて命名しました。とにかく変な長い長い名

前にしたかったのもあります。

Ｍ）いい名前ですね。木村さんは「福山が好き

です！」もんね。その事は後で聞かせていただ

こうと思います。

Ｍ）よさこいの良さってなんだと思いますか。

木村）鳴子（木製の打楽器）の音が人の心に

響き、その音と共に人と人とが知り合えて、年

齢、性別に関係なくエネルギーを分け合えるん

です。また、よさこいは誰かと競ったりするの

ではなく、１人１人が100％の力を出し切り、

そしてみんなでハーモニーを作っていくものだ

と思うので、コミュニティーの崩壊が叫ばれて

いる今、とても大切なものだと思います。

Ｍ）「出逢い＋仲間＋絆」、それが「よさこい」

なんですね。

　「絆」といえば、一昨年の備後ばらバラよさこ

い踊り隊のテーマですよね。やはり震災後、「絆

を深めよう」という意味を込めて「絆」という

テーマにしたのでしょうか。

木村）震災があって、本当ならば現地に行く

べきなのに、私は結局現地に行けてないので、

すごく申し訳なくて…。自分の身近な人達が向

こうに行って、見てきた事をいろいろお話して

くれる中で、とにかく苦しんでいる人達のため

に、福山にいる自分らが出来る募金活動とか支

援物資とかをいろいろ集めたりしました。遠く

に離れていても、助け合おうという皆さんの気

持ちに感銘しましたし、よこのつながり、絆、

凄く大事だなと思って。

Ｍ）木村さんは、レッスン（エアロビクス＆

ジャズダンス）後にも、少しでも支援物資を

と、会員の皆さんにも呼びかけていましたもん

ね。

木村）たくさんの方々に、ご協力頂きまして、

本当にありがたい限りです。自分の周りのつな

がり、東北へ直接届けられるつながりなど、た

くさんの絆のおかげだな～と、実感しました。

その絆を、大切にしたいな、と考えこのテーマ

にしました。

Ｍ）「～忘れない、忘れさせない～」というこ

とで震災後、各種イベント、募金、ボランティ

ア活動を通して東北を応援、支援、またイベン

トとして「福山フードフェスタ」の中での「ゲ

リラダンス」等大変すばらしいし活躍をしてい

ましたね。その事についてお話いただけないで

しょうか。

木村）「福山フードフェスタ」というのは、福

活会という飲食店のグループの方々が東北の皆

さんの為に俺たちなんかしようや！と声をかけ

あって開催されています。二年目の時、代表

の方が皆をあっとさせる事をやりたいという事

で、声をかけて頂き「ゲリラダンス」をやろう

と、関わらせて頂ました。三年目ではステージ

の企画運営までをやらせて下さいという事で、

自分のよこのつながりの人と一緒に動き、フー

ドフェスタのステージを作り上げました。

　●●接骨院の先生も、そこで施術という事

で、一回500円でその500円全部募金に回してや

られてたり、私達よさこいチームはヨーヨー釣

りとシャボン玉で子供達と楽しい時間を作り、

その収益を震災募金に回しました。

Ｍ）イベントの企画・運営・振り付けをして、

自ら踊るそのスタイルには頭が下がります。皆

で、何かをやるって本当に凄いですね。一人で

出来る事は、小さいけど、皆が協力してくれる

と、こんなに素晴らしい事が出来き、またダン

スを通しても人の役にたてるという事ですね。

　福山（日本）が一つになり、東北を支援し、

助け合って生きていかなくてはいけない。こ

の気持ちを忘れることなく、この輪を広げ、元

気にする為に協力しあい、人々のつながりを持

ち、その輪を広げて行こうと活動を実践する。

なかなか出来ることではないです。

木村）でも、それにのって下さる方がいらっ

しゃるから、応援して下さる方がいらっしゃる

から、がんばれます。今の世の中は無関心な人

も結構多いように感じられます。お話をさせて

頂いても「ふーん」って、いう感じで。

　でも、継続していく事で、序々に沢山の方が

心を動かしてくれるようになれば嬉しいなぁと

思うのでがんばります。

◆はじめに(エアロビクス＆ジャズダンス、よさこいについて)
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　でも、継続していく事で、序々に沢山の方が

心を動かしてくれるようになれば嬉しいなぁと

思うのでがんばります。



備後ばらバラよさこい踊り隊　～2013ひろしまフラワーフェスティバル
備後ばらバラよさこい踊り隊・その１　～福山ばら祭2013
備後ばらバラよさこい踊り隊・その２　～福山ばら祭2013
備後ばらバラよさこい踊り隊　2013高知よさこい祭り・全国大会

＜その他多数有＞

　　　　　　動画配信されています❦
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Ｍ：村上）本日は大変、お忙しいのにも関わら

ず、今回のインタビューに承諾して頂きありが

とうございます。私が「広島の星」を担当する

ことになったら、初めから広島の星は「木村さ

ん」しかいてないと思っていました。二つ返事

で了解して頂き、ありがとうございます。

Ｍ）さっそくですが、インストラクター（エア

ロビクス＆ジャズダンス）、よさこいを始めよ

うと思われたきっかけを教えてください。

木村）子供のころから踊ることが大好きでとこ

ろ構わず踊っていました。本格的に習ったの

は小学校５年生のバレエ教室です。家ではかな

り嫌がられていましたが、妹や弟に振り付けを

つけたりして、自作自演の発表会とかやってい

まして、昔から誰かと何かをするのが好きでし

た。

　卒業後、住宅メーカーに就職すると共に踊り

から離れ営業に励んでいました。ある時、ふと

したきっかけでフィットネスクラブに入会した

ら、とても輝いているインストラクターのかた

がいらっしゃって…。ちょうどその時、インス

トラクター養成コースを受講できると聞いて迷

わず挑みました。でも転職を親に話すと猛反対

されました。せっかく入社できた住宅メーカー

でしたし、インストラクターって月給制じゃな

くって、一教室いくらですから…。「そんな不安

定な仕事をしてどうするんだ」と。でも、「これ

が私の人生のきっとやりたい道だと思うから」

と懇願しました。なかなか納得してくれません

でしたが、最終的には「見ていてください！」

と踏み出しました。その後、ジャズダンスを始

めたり、よさこいを始めたりして、いつも活き

活きとがんばっている姿を見て、やっと認めて

くれるようになりました。

Ｍ）ジャズダンス、よさこい、をやっていなけ

れば、普通に働き、それなりに生きていたので

すもんね。普通が良くないと言う訳ではないで

すが…。

　今の木村さんの活躍をみたらご両親は、とて

も喜んでいるんじゃないですかね。

木村）はい、自分の好きな事を生業としてやっ

ていけるお前は、幸せモンだぞと申しておりま

す。

Ｍ）去年もフラワーフェスティバル、福山ばら

祭り、高知県のよさこい祭り等、びんばらの活

躍、素晴らしかったですね。よさこい「びんば

ら」を始めたきっかけを教えてくれますか。

木村）2001年に自分のジャズダンスクラスの生

徒さんが「よさこい祭りがおもしろいんよ」っ

て熱く語ってくださって、その熱意に押され仲

間と行ったんです。初めて見た高知よさこい祭

り。びっくり！でした。地方車（音響機材を搭

載した車で主によさこい踊りに用いられる）は

大きく、大音量で、白髪のおじいちゃんから、

よちよち歩きの子供まで笑顔で汗流して、わい

わい踊っているのを見て、本当に感激でした。

それで刺激を受けて私達もやりたいと思ったん

です。帰って早速、高知の方に相談して、曲

や衣装を借りたりして仲間８人で始めてみたん

です。まずは一緒に踊る仲間を募ろうと思い、

福山中のフィットネスクラブに「よさこいを

したいんです。レッスン料は頂きません、よさ

こい教室をやらせて下さい」と頭を下げてよさ

こいレッスンをはじめさせてもらったんです。

フィットネスクラブのメンバーさん、初めての

よさこい、初めての鳴子に、たくさん集まって

下さいました。そして、盛り上がってきた仲間

達100人と、2002年、福山ばら祭ローズパレー

ドり出場させて頂き、最優秀賞を頂くことがで

きました。

Ｍ）「備後ばらバラよさこい踊り隊」って、どう

してこの名前にしたのですか。

木村）福山といえば「ばら」です。またよさこ

いがなかったら「バラバラ」の人達が力を合わ

せてよさこいをがんばっていますという意味を

かけて命名しました。とにかく変な長い長い名

前にしたかったのもあります。

Ｍ）いい名前ですね。木村さんは「福山が好き

です！」もんね。その事は後で聞かせていただ

こうと思います。

Ｍ）よさこいの良さってなんだと思いますか。

木村）鳴子（木製の打楽器）の音が人の心に

響き、その音と共に人と人とが知り合えて、年

齢、性別に関係なくエネルギーを分け合えるん

です。また、よさこいは誰かと競ったりするの

ではなく、１人１人が100％の力を出し切り、

そしてみんなでハーモニーを作っていくものだ

と思うので、コミュニティーの崩壊が叫ばれて

いる今、とても大切なものだと思います。

Ｍ）「出逢い＋仲間＋絆」、それが「よさこい」

なんですね。

　「絆」といえば、一昨年の備後ばらバラよさこ

い踊り隊のテーマですよね。やはり震災後、「絆

を深めよう」という意味を込めて「絆」という

テーマにしたのでしょうか。

『広島の星』　vo l . 9

木村）震災があって、本当ならば現地に行く

べきなのに、私は結局現地に行けてないので、

すごく申し訳なくて…。自分の身近な人達が向

こうに行って、見てきた事をいろいろお話して

くれる中で、とにかく苦しんでいる人達のため

に、福山にいる自分らが出来る募金活動とか支

援物資とかをいろいろ集めたりしました。遠く

に離れていても、助け合おうという皆さんの気

持ちに感銘しましたし、よこのつながり、絆、

凄く大事だなと思って。

Ｍ）木村さんは、レッスン（エアロビクス＆

ジャズダンス）後にも、少しでも支援物資を

と、会員の皆さんにも呼びかけていましたもん

ね。

木村）たくさんの方々に、ご協力頂きまして、

本当にありがたい限りです。自分の周りのつな

がり、東北へ直接届けられるつながりなど、た

くさんの絆のおかげだな～と、実感しました。

その絆を、大切にしたいな、と考えこのテーマ

にしました。

Ｍ）「～忘れない、忘れさせない～」というこ

とで震災後、各種イベント、募金、ボランティ

ア活動を通して東北を応援、支援、またイベン

トとして「福山フードフェスタ」の中での「ゲ

リラダンス」等大変すばらしいし活躍をしてい

ましたね。その事についてお話いただけないで

しょうか。

木村）「福山フードフェスタ」というのは、福

活会という飲食店のグループの方々が東北の皆

さんの為に俺たちなんかしようや！と声をかけ

あって開催されています。二年目の時、代表

の方が皆をあっとさせる事をやりたいという事

で、声をかけて頂き「ゲリラダンス」をやろう

と、関わらせて頂ました。三年目ではステージ

の企画運営までをやらせて下さいという事で、

自分のよこのつながりの人と一緒に動き、フー

ドフェスタのステージを作り上げました。

　●●接骨院の先生も、そこで施術という事

で、一回500円でその500円全部募金に回してや

られてたり、私達よさこいチームはヨーヨー釣

りとシャボン玉で子供達と楽しい時間を作り、

その収益を震災募金に回しました。

Ｍ）イベントの企画・運営・振り付けをして、

自ら踊るそのスタイルには頭が下がります。皆

で、何かをやるって本当に凄いですね。一人で

出来る事は、小さいけど、皆が協力してくれる

と、こんなに素晴らしい事が出来き、またダン

スを通しても人の役にたてるという事ですね。

　福山（日本）が一つになり、東北を支援し、

助け合って生きていかなくてはいけない。こ

の気持ちを忘れることなく、この輪を広げ、元

気にする為に協力しあい、人々のつながりを持

ち、その輪を広げて行こうと活動を実践する。

なかなか出来ることではないです。

木村）でも、それにのって下さる方がいらっ

しゃるから、応援して下さる方がいらっしゃる

から、がんばれます。今の世の中は無関心な人

も結構多いように感じられます。お話をさせて

頂いても「ふーん」って、いう感じで。

　でも、継続していく事で、序々に沢山の方が

心を動かしてくれるようになれば嬉しいなぁと

思うのでがんばります。

◆イベントの企画・運営・ボランティア活動について

「絆」というテーマ
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Ｍ：村上）本日は大変、お忙しいのにも関わら

ず、今回のインタビューに承諾して頂きありが

とうございます。私が「広島の星」を担当する

ことになったら、初めから広島の星は「木村さ

ん」しかいてないと思っていました。二つ返事

で了解して頂き、ありがとうございます。

Ｍ）さっそくですが、インストラクター（エア

ロビクス＆ジャズダンス）、よさこいを始めよ

うと思われたきっかけを教えてください。

木村）子供のころから踊ることが大好きでとこ

ろ構わず踊っていました。本格的に習ったの

は小学校５年生のバレエ教室です。家ではかな

り嫌がられていましたが、妹や弟に振り付けを

つけたりして、自作自演の発表会とかやってい

まして、昔から誰かと何かをするのが好きでし

た。

　卒業後、住宅メーカーに就職すると共に踊り

から離れ営業に励んでいました。ある時、ふと

したきっかけでフィットネスクラブに入会した

ら、とても輝いているインストラクターのかた

がいらっしゃって…。ちょうどその時、インス

トラクター養成コースを受講できると聞いて迷

わず挑みました。でも転職を親に話すと猛反対

されました。せっかく入社できた住宅メーカー

でしたし、インストラクターって月給制じゃな

くって、一教室いくらですから…。「そんな不安

定な仕事をしてどうするんだ」と。でも、「これ

が私の人生のきっとやりたい道だと思うから」

と懇願しました。なかなか納得してくれません

でしたが、最終的には「見ていてください！」

と踏み出しました。その後、ジャズダンスを始

めたり、よさこいを始めたりして、いつも活き

活きとがんばっている姿を見て、やっと認めて

くれるようになりました。

Ｍ）ジャズダンス、よさこい、をやっていなけ

れば、普通に働き、それなりに生きていたので

すもんね。普通が良くないと言う訳ではないで

すが…。

　今の木村さんの活躍をみたらご両親は、とて

も喜んでいるんじゃないですかね。

木村）はい、自分の好きな事を生業としてやっ

ていけるお前は、幸せモンだぞと申しておりま

す。

Ｍ）去年もフラワーフェスティバル、福山ばら

祭り、高知県のよさこい祭り等、びんばらの活

躍、素晴らしかったですね。よさこい「びんば

ら」を始めたきっかけを教えてくれますか。

木村）2001年に自分のジャズダンスクラスの生

徒さんが「よさこい祭りがおもしろいんよ」っ

て熱く語ってくださって、その熱意に押され仲

間と行ったんです。初めて見た高知よさこい祭

り。びっくり！でした。地方車（音響機材を搭

載した車で主によさこい踊りに用いられる）は

大きく、大音量で、白髪のおじいちゃんから、

よちよち歩きの子供まで笑顔で汗流して、わい

わい踊っているのを見て、本当に感激でした。

それで刺激を受けて私達もやりたいと思ったん

です。帰って早速、高知の方に相談して、曲

や衣装を借りたりして仲間８人で始めてみたん

です。まずは一緒に踊る仲間を募ろうと思い、

福山中のフィットネスクラブに「よさこいを

したいんです。レッスン料は頂きません、よさ

こい教室をやらせて下さい」と頭を下げてよさ

こいレッスンをはじめさせてもらったんです。

フィットネスクラブのメンバーさん、初めての

よさこい、初めての鳴子に、たくさん集まって

下さいました。そして、盛り上がってきた仲間

達100人と、2002年、福山ばら祭ローズパレー

ドり出場させて頂き、最優秀賞を頂くことがで

きました。

Ｍ）「備後ばらバラよさこい踊り隊」って、どう

してこの名前にしたのですか。

木村）福山といえば「ばら」です。またよさこ

いがなかったら「バラバラ」の人達が力を合わ

せてよさこいをがんばっていますという意味を

かけて命名しました。とにかく変な長い長い名

前にしたかったのもあります。

Ｍ）いい名前ですね。木村さんは「福山が好き

です！」もんね。その事は後で聞かせていただ

こうと思います。

Ｍ）よさこいの良さってなんだと思いますか。

木村）鳴子（木製の打楽器）の音が人の心に

響き、その音と共に人と人とが知り合えて、年

齢、性別に関係なくエネルギーを分け合えるん

です。また、よさこいは誰かと競ったりするの

ではなく、１人１人が100％の力を出し切り、

そしてみんなでハーモニーを作っていくものだ

と思うので、コミュニティーの崩壊が叫ばれて

いる今、とても大切なものだと思います。

Ｍ）「出逢い＋仲間＋絆」、それが「よさこい」

なんですね。

　「絆」といえば、一昨年の備後ばらバラよさこ

い踊り隊のテーマですよね。やはり震災後、「絆

を深めよう」という意味を込めて「絆」という

テーマにしたのでしょうか。

『広島の星』　vo l . 9

木村）震災があって、本当ならば現地に行く

べきなのに、私は結局現地に行けてないので、

すごく申し訳なくて…。自分の身近な人達が向

こうに行って、見てきた事をいろいろお話して

くれる中で、とにかく苦しんでいる人達のため

に、福山にいる自分らが出来る募金活動とか支

援物資とかをいろいろ集めたりしました。遠く

に離れていても、助け合おうという皆さんの気

持ちに感銘しましたし、よこのつながり、絆、

凄く大事だなと思って。

Ｍ）木村さんは、レッスン（エアロビクス＆

ジャズダンス）後にも、少しでも支援物資を

と、会員の皆さんにも呼びかけていましたもん

ね。

木村）たくさんの方々に、ご協力頂きまして、

本当にありがたい限りです。自分の周りのつな

がり、東北へ直接届けられるつながりなど、た

くさんの絆のおかげだな～と、実感しました。

その絆を、大切にしたいな、と考えこのテーマ

にしました。

Ｍ）「～忘れない、忘れさせない～」というこ

とで震災後、各種イベント、募金、ボランティ

ア活動を通して東北を応援、支援、またイベン

トとして「福山フードフェスタ」の中での「ゲ

リラダンス」等大変すばらしいし活躍をしてい

ましたね。その事についてお話いただけないで

しょうか。

木村）「福山フードフェスタ」というのは、福

活会という飲食店のグループの方々が東北の皆

さんの為に俺たちなんかしようや！と声をかけ

あって開催されています。二年目の時、代表

の方が皆をあっとさせる事をやりたいという事

で、声をかけて頂き「ゲリラダンス」をやろう

と、関わらせて頂ました。三年目ではステージ

の企画運営までをやらせて下さいという事で、

自分のよこのつながりの人と一緒に動き、フー

ドフェスタのステージを作り上げました。

　●●接骨院の先生も、そこで施術という事

で、一回500円でその500円全部募金に回してや

られてたり、私達よさこいチームはヨーヨー釣

りとシャボン玉で子供達と楽しい時間を作り、

その収益を震災募金に回しました。

Ｍ）イベントの企画・運営・振り付けをして、

自ら踊るそのスタイルには頭が下がります。皆

で、何かをやるって本当に凄いですね。一人で

出来る事は、小さいけど、皆が協力してくれる

と、こんなに素晴らしい事が出来き、またダン

スを通しても人の役にたてるという事ですね。

　福山（日本）が一つになり、東北を支援し、

助け合って生きていかなくてはいけない。こ

の気持ちを忘れることなく、この輪を広げ、元

気にする為に協力しあい、人々のつながりを持

ち、その輪を広げて行こうと活動を実践する。

なかなか出来ることではないです。

木村）でも、それにのって下さる方がいらっ

しゃるから、応援して下さる方がいらっしゃる

から、がんばれます。今の世の中は無関心な人

も結構多いように感じられます。お話をさせて

頂いても「ふーん」って、いう感じで。

　でも、継続していく事で、序々に沢山の方が

心を動かしてくれるようになれば嬉しいなぁと

思うのでがんばります。
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『広島の星』　vo l . 9

福山フードフェスタ
【イベント概要】
福山フードフェスタは、東日本大震災を支援したいと福活会（代表 寿司の立樹 宮田和也）と
いう飲食店のグループの方々が声をかけあって開催することになったイベントで、悲惨な災害
にあったにも関わらず、現地で被災者の方々が謙虚に譲り合いながら、自分たちのふるさとを
愛する姿に感銘をうけ、自分たちも東北の方々のように故郷を愛し、福山を活性化させること
で東北を支援できる環境を作りたいと考えたもの。
屋台では、福山の料理人が腕を振るい自慢料理をお手頃価格で提供。また、専門料理のデモン
ストレーションなどもあり、味だけでなく見た目にも楽しめる内容となっているそうです。福
山フードフェスタの収益は、実費を除いて全て東北に寄付される。
　

福山ゲリラダンス
中央公園（フードフェスタの中のイベント）で、おこなわれた。
＜いきなりなんの前フリもなく流れるマイケルジャクソンの「BEAT IT」の曲に合わせ、32カ
ウントの振付を、最初は少人数が踊り始める。その振付を繰り返していくうちに、徐々に人数が
増え、気が付けば中央公園全体で、すごい人数の人が「BEAT IT」を踊ってしまっている。ダン
スが終わった瞬間に、みんな、何事もなかったように去っていく。福山初500人以上による、ゲ
リラダンス。＞

福山フードフェスタ
福山ゲリラダンス

　　　　　　動画配信されています❦

Ｍ）また福山の「まちづくり」につながるよう

な工夫。地域地元を盛り上げようともされてい

ますね。

Ｍ）昨年も、「福山の知名度を上げてやろう、

福山を元気にせにゃいけん、福山市民の力で、

まちおこしー！」ということでいろいろ考え、

ゆるキャラグランプリで、ローラちゃんを応

援、福山駅前で街頭ＰＲを展開したり、ローラ

ちゃんの動画を作りユーチューブにアップした

りと、すごい活躍でしたね。その事についてお

話いただけないでしょうか。

木村）2013年秋にあったゆるキャラグランプリ

をきっかけに、福山市のばらの妖精ローラちゃ

んを応援する事になりました。福山市にとっ

て、とても大切なキャラクターなので、みんな

でしっかり応援していけ

たらと思っています。み

なさまぜひともよろしく

お願い申し上げます。

Ｍ）朝早起きして駅前

で街頭ＰＲを展開、大変

だったですね。

木村）朝弱いのでちょっとしんどかったです

が、１日の始まりをたくさんのみなさんの笑顔

でスタートできたので、とてもハッピーでし

た！

Ｍ）皆さんこそ、木村さん、ローラちゃんに見

送られて、気持ちの良いスタートがきれたと思

います。

　また、レッスン後に言われていた「ゆるキャ

ラグランプリのそのむこうにあるものを是非み

つけていただいて、福山元気せにゃいけん！」

という言葉すごく感銘を受けました。

「福山が好きです！」(福山市ゆるキャラ・ばらの妖精　ローラちゃん応援隊)
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Ｍ）また福山の「まちづくり」につながるよう

な工夫。地域地元を盛り上げようともされてい

ますね。

Ｍ）昨年も、「福山の知名度を上げてやろう、

福山を元気にせにゃいけん、福山市民の力で、

まちおこしー！」ということでいろいろ考え、

ゆるキャラグランプリで、ローラちゃんを応

援、福山駅前で街頭ＰＲを展開したり、ローラ

ちゃんの動画を作りユーチューブにアップした

りと、すごい活躍でしたね。その事についてお

話いただけないでしょうか。

木村）2013年秋にあったゆるキャラグランプリ

をきっかけに、福山市のばらの妖精ローラちゃ

んを応援する事になりました。福山市にとっ

て、とても大切なキャラクターなので、みんな

でしっかり応援していけ

たらと思っています。み

なさまぜひともよろしく

お願い申し上げます。

Ｍ）朝早起きして駅前

で街頭ＰＲを展開、大変

だったですね。

木村）朝弱いのでちょっとしんどかったです

が、１日の始まりをたくさんのみなさんの笑顔

でスタートできたので、とてもハッピーでし

た！

Ｍ）皆さんこそ、木村さん、ローラちゃんに見

送られて、気持ちの良いスタートがきれたと思

います。

　また、レッスン後に言われていた「ゆるキャ

ラグランプリのそのむこうにあるものを是非み

つけていただいて、福山元気せにゃいけん！」

という言葉すごく感銘を受けました。

ばらのまちをアピールする
福山市のキャラクター「ローラ」
＜ローラちゃんの自己紹介＞
私は“ばらの妖精”ローラ。「ばらのま
ち　福山」で生まれたローズマインドあ
ふれる女の子。みんなのポケットに忍び
込んで全国に
幸せを届ける
よ。目指すは
ゆるキャラ界
の正統派アイ
ドル。合言葉
は「がんば
ローラ！」
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ゆるキャラグランプリ2013
インターネット投票で全国各地のゆるキャラ（ご当地キャラクター）が2013年の日本一を決め
る企画。
ゆるキャラとは、「ゆるいマスコットキャラクター」を略したもので、イベント、各種キャン
ペーン、地域おこし、名産品の紹介などのような地域全般の情報PR、企業・団体のコーポレー
トアイデンティティなどに使用するマスコットキャラクターのことである。そういったかわい
らしいイラスト全般を指す場合もある。
狭義では、対象が国や地方公共団体、その他の公共機関等のマスコットキャラクターで着ぐるみ
化されているものに限られるが、広義では大企業のプロモーションキャラクター等も含まれる。

「恋するフォーチュンクッキー」～福山ＬＯＶＥ市民バージョン～
(ローラちゃん応援隊で撮影・編集)

　　　　　　動画配信されています❦

Ｍ）私も毎日１ポチ(インターネット投票)し、

一昨年より大躍進し下記の結果になりました♡
　また今年初め、ローラちゃんはＡＫＢ48のわ

さみんこと「岩佐美咲」さんの「鞆の浦慕情」

の初披露イベントに参加、わさみんは、【福山・

鞆の浦応援特別大使】にローラちゃんは【わさ

みん鞆の浦慕情応援隊長】にお互いを任命しあ

いました。

　秋からはじまるゆるキャラグランプリ2014、

今年は接(整)骨院の皆さんも「福山市のローラ

ちゃん」に毎日１ポチ(インターネット投票)よ

ろしくお願い致します。<m(__)m>
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【ローラへの応援ありがとう！「ゆるキャラグランプリ2013」結果発表】
木村 真弓さん（facebook）より

11月24日に「ゆるキャラグランプリ2013」の結果発表があり、ばらのまち福山のイメージ
キャラクター「ローラ」は14,260票を獲得し、ご当地キャラ部門で161位／1245となりま
した。
昨年（3,442票、217位／865キャラクター中）と比べ、票数もランキングも大躍進しまし
た！これもたくさんの市民のみなさんに応援していただいた成果です。
「投票してくれたみんなありがとう☆ローラはこれからもたくさんの人に笑顔を届け、ばらのま
ち福山をＰＲしていくよ！。これからもよろしくね☆」

Ｍ）我々柔道整復師は、患者さんに動ける体を

維持、さまざまな関節痛の予防には、運動はと

ても大事だと指導しているのですが、健康運動

指導士として何か良いアドバイスなどありまし

たら教えていただけないでしょうか？

木村）柔道整復師の先生方に私がアドバイスな

ど何もないです💦
　健康作りの運動は自分に無理なく楽しく続けて

もらうのが一番だと思います。ロコモティブシン

ドロームという言葉どおり、体は使わないものは

固まって衰えて動かなくなっていきます。ですか

ら自分の出来る範囲で、マイペースに体を動かす

ことを楽しんでいただきたいですね。

Ｍ）そうですね。ジムに来られる方と、私達の

所に来られる方の

違いもありますが、いつまでも元気でいたいと

いう気力が大事です

もんね。

Ｍ）普段からレッスン等で運動はされています

が、怪我の予防やパフォーマンス向上という意

味で基礎トレーニングや筋トレをすることはあ

りますか。

木村）筋トレとかは、エアロの中では余り時間

が取れないのですが、ジャズダンスのクラスで

は腹筋300回やったり、体幹を保持するトレー

ニングや、柔軟性をさらに付けるストレッチな

ど、ダンサーに取ってとても大事なので基礎体

力向上の為にやります。筋トレとか柔軟とかは

凄く時間を割いてやります。

Ｍ）自宅とかでもやられているのですか。

木村）いえ…夜中に帰るので、帰ったら寝るだけ

ぐらいですね。どうやって疲れをとるかという事

を最近は特によく考えるようになりましたね。お

風呂、マッサージ、ストレッチぐらいです…。

Ｍ）木村さんは、怪我をされて接骨院にいかれ

◆健康運動指導士(平成大学非常勤講師)として

◆接(整)骨院について

た事があるそうですが、接骨院とは、どういっ

たイメージをおもちですか。

木村）接骨院のイメージですか？

Ｍ）接骨院って、知らない方も結構いらっしゃ

るんですよね。

木村）そうですか。整形外科なら知っているけ

ど、接骨院は知らないと…。

木村）今まで接骨院と言ったら電気を当ててく

れる所。というイメージしかなかったんです

よね。電気を当てるのもあまり何も言わずに同

じ所に毎回つけて頂いて、今日はちょっとずれ

ているんだけどこれでいいのかな～？と思いな

がら、少しストレッチとかして頂いて、おしま

い、という感じでした。

Ｍ）でも、●●接骨院にいかれてイメージが変

わったんですよね。

木村）はい。●●接骨院に行きだしてからは、電

気を当てるのも電気のレベル、周波数、こういっ

た状態だからこういうふうにしてみましょうと

か、それに合わせての筋トレ的な事を入れて頂い

たり、ここが固いから怪我をした可能性があると

教えて頂き、それに対してのストレッチを取り入

れて頂いたり、体の使い方、次怪我をしない為の

予防、いかに早く体を復活させるかとか、結局、

私らの仕事は体が資本なので、休まないってい

う事が大事なので、早く復活させるには、どうし

たらいいかという事をいろんな方法を教えて頂い

て、凄く勉強になりました。

Ｍ）それで以前、肩を痛めた時、その●●接骨

院に掛かられ、私（私自身の職業を伝えていな

い時）が、その事を聞いたら、「●●先生には

すごくお世話になり、今までいろいろな接骨院

の中で一番良かった」と言われたのですね。一

患者として、実技的な面もありますが、それを

除いて、他の接骨院より優れていた事、また何

処か痛めたらもう一度この接骨院に掛かろうか

なぁと、思われるようになる為には、どういっ

た事に気を付け、どういった事を見習ったらい

いか教えていただけますか。

木村）●●先生の所に行って「全然違うなぁ」っ

て思った事は、接骨院とか病院とか、マイナスの

オーラがなんとなく建物に入った瞬間から流れ

ているような気がするんです。●●接骨院は建

物に入った瞬間から皆が「こんちわぁー、こんち

わぁー」と元気なあいさつをして下さり、プラス

のオーラがばぁっっと院内に満ちてくる感じが

あります。で、その空気の中にいるだけでも、な

んだかちょっと元気になるような感じがします。

また、先生は、一人一人の話をよく聞いていらっ

しゃいます。全然関係ない話もされたり、もちろ

ん怪我の話もされます。で、スポーツしている人

には目標がどういった所に設定されているとか、

一人一人の状況を凄く細かく把握されていて、凄

いなぁーと思いました。で、その人の現時点の症

状に対しての今日の治療のベストは、っていう感

じで施術されているので、その個別対応が凄いな

と思いました。今まで接骨院に行って一人一人に

対応して治療法があるんだとあまり感じた事がな

かったので、その辺が信頼につながりました。い

ろんな症状があるけど誰が行ってもきっとちゃん

と診て下さるんだろうと思いました。

Ｍ）一対一で相対する事での信頼感、体の面で

も、精神的な面でも、そういった事が凄く大事

なんですよね。

Ｍ）最後に今後の抱負をお聞かせ下さい。

木村）仕事の面では、より安全で楽しく効果的

な運動を、しっかり伝えていき、健康な人を増

やしていきたいです。よさこいやローラちゃん

応援隊は、これからも仲間と一緒に福山を元気

にする活動としてがんばっていきます。ローラ

ちゃん応援隊は、これから、サポーターをどん

どん募集していくので、皆様、ご協力、よろし

くお願い申し上げます。

Ｍ）貴重な時間を割いて頂きありがとうござい

ました。
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Ｍ）我々柔道整復師は、患者さんに動ける体を

維持、さまざまな関節痛の予防には、運動はと

ても大事だと指導しているのですが、健康運動

指導士として何か良いアドバイスなどありまし

たら教えていただけないでしょうか？

木村）柔道整復師の先生方に私がアドバイスな

ど何もないです💦
　健康作りの運動は自分に無理なく楽しく続けて

もらうのが一番だと思います。ロコモティブシン

ドロームという言葉どおり、体は使わないものは

固まって衰えて動かなくなっていきます。ですか

ら自分の出来る範囲で、マイペースに体を動かす

ことを楽しんでいただきたいですね。

Ｍ）そうですね。ジムに来られる方と、私達の

所に来られる方の

違いもありますが、いつまでも元気でいたいと

いう気力が大事です

もんね。

Ｍ）普段からレッスン等で運動はされています

が、怪我の予防やパフォーマンス向上という意

味で基礎トレーニングや筋トレをすることはあ

りますか。

木村）筋トレとかは、エアロの中では余り時間

が取れないのですが、ジャズダンスのクラスで

は腹筋300回やったり、体幹を保持するトレー

ニングや、柔軟性をさらに付けるストレッチな

ど、ダンサーに取ってとても大事なので基礎体

力向上の為にやります。筋トレとか柔軟とかは

凄く時間を割いてやります。

Ｍ）自宅とかでもやられているのですか。

木村）いえ…夜中に帰るので、帰ったら寝るだけ

ぐらいですね。どうやって疲れをとるかという事

を最近は特によく考えるようになりましたね。お

風呂、マッサージ、ストレッチぐらいです…。

Ｍ）木村さんは、怪我をされて接骨院にいかれ

◆最後に

た事があるそうですが、接骨院とは、どういっ

たイメージをおもちですか。

木村）接骨院のイメージですか？

Ｍ）接骨院って、知らない方も結構いらっしゃ

るんですよね。

木村）そうですか。整形外科なら知っているけ

ど、接骨院は知らないと…。

木村）今まで接骨院と言ったら電気を当ててく

れる所。というイメージしかなかったんです

よね。電気を当てるのもあまり何も言わずに同

じ所に毎回つけて頂いて、今日はちょっとずれ

ているんだけどこれでいいのかな～？と思いな

がら、少しストレッチとかして頂いて、おしま

い、という感じでした。

Ｍ）でも、●●接骨院にいかれてイメージが変

わったんですよね。

木村）はい。●●接骨院に行きだしてからは、電

気を当てるのも電気のレベル、周波数、こういっ

た状態だからこういうふうにしてみましょうと

か、それに合わせての筋トレ的な事を入れて頂い

たり、ここが固いから怪我をした可能性があると

教えて頂き、それに対してのストレッチを取り入

れて頂いたり、体の使い方、次怪我をしない為の

予防、いかに早く体を復活させるかとか、結局、

私らの仕事は体が資本なので、休まないってい

う事が大事なので、早く復活させるには、どうし

たらいいかという事をいろんな方法を教えて頂い

て、凄く勉強になりました。

Ｍ）それで以前、肩を痛めた時、その●●接骨

院に掛かられ、私（私自身の職業を伝えていな

い時）が、その事を聞いたら、「●●先生には

すごくお世話になり、今までいろいろな接骨院

の中で一番良かった」と言われたのですね。一

患者として、実技的な面もありますが、それを

除いて、他の接骨院より優れていた事、また何

処か痛めたらもう一度この接骨院に掛かろうか

なぁと、思われるようになる為には、どういっ

た事に気を付け、どういった事を見習ったらい

いか教えていただけますか。

木村）●●先生の所に行って「全然違うなぁ」っ

て思った事は、接骨院とか病院とか、マイナスの

オーラがなんとなく建物に入った瞬間から流れ

ているような気がするんです。●●接骨院は建

物に入った瞬間から皆が「こんちわぁー、こんち

わぁー」と元気なあいさつをして下さり、プラス

のオーラがばぁっっと院内に満ちてくる感じが

あります。で、その空気の中にいるだけでも、な

んだかちょっと元気になるような感じがします。

また、先生は、一人一人の話をよく聞いていらっ

しゃいます。全然関係ない話もされたり、もちろ

ん怪我の話もされます。で、スポーツしている人

には目標がどういった所に設定されているとか、

一人一人の状況を凄く細かく把握されていて、凄

いなぁーと思いました。で、その人の現時点の症

状に対しての今日の治療のベストは、っていう感

じで施術されているので、その個別対応が凄いな

と思いました。今まで接骨院に行って一人一人に

対応して治療法があるんだとあまり感じた事がな

かったので、その辺が信頼につながりました。い

ろんな症状があるけど誰が行ってもきっとちゃん

と診て下さるんだろうと思いました。

Ｍ）一対一で相対する事での信頼感、体の面で

も、精神的な面でも、そういった事が凄く大事

なんですよね。

Ｍ）最後に今後の抱負をお聞かせ下さい。

木村）仕事の面では、より安全で楽しく効果的

な運動を、しっかり伝えていき、健康な人を増

やしていきたいです。よさこいやローラちゃん

応援隊は、これからも仲間と一緒に福山を元気

にする活動としてがんばっていきます。ローラ

ちゃん応援隊は、これから、サポーターをどん

どん募集していくので、皆様、ご協力、よろし

くお願い申し上げます。

Ｍ）貴重な時間を割いて頂きありがとうござい

ました。
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～インタビューを終えて～
木村さんは、明るく強く優しい方で、お話を聞いているだけで何か惹きこまれて魅了されまし
た。
現在、我々の業界はいろいろな問題が山積みですが、「自分だけがよければいい」という考え方
が、今後の接(整)骨院にどう影響をおよぼすか、今一度考えていかなければいけない時期かもし
れません。
そんな中、木村さんは、福山(日本)が一つになり東北を支援し、同じ人間として助け合って生
きていかなくてはいけない。日本を元気にする為に協力しあい人々のつながりを持ち、先ずは
福山の地からその輪を広げて行こうと日々活動を続け実践され、また福山の知名度アップまち
づくりのためにはどうしたらいいか元気をみんなにふりまき、仲間となら自分一人では出せな
い力が生まれる。福山にもよさこいを通じた活気を呼びたいと輪が広がることを願っている方
です。まだまだ、「接骨院」という存在を知らない人もたくさんいます。今後は、自分たちの接
（整）骨院はどこにあるのかということを考え、どんどん地域にアピールしていくことが大切
だと思います。我々も、木村さんを見習い、接骨院を元気にせにゃいけん！「業界全体の底上
げ」ということに対し無関心でなく何か行動をおこさなければいけない時期ではないかと痛感
させられました。
木村さんには、これからも色々な面で頑張っていただき、我々のできることは協力していかなけ
ればならないと感じました。
木村さんは、備後ばらバラよさこい踊り隊の隊長で、フラワーフェスティバル、福山ばら祭等
で活躍さています。是非、「木村さん」「備後ばらバラよさこい踊り隊」を見かけたら応援よろ
しくお願い致します。

【活動実績】
＜2013年＞
13.11.17　絆～永遠にｉｎふくやま
13.11.10　霞学区文化祭
13.11.03　子供フェスタ
13.11.03　えびす祭り
13.11.03　幕山地区文化祭
13.10.27　油木ふるさと祭り
13.10.26　ママラジ　ファミリー　フェスタ
13.10.20　支志團10周年記念イベント
13.10.13　幸盛ナイト
13.10.06　中小企業30周年記念イベント
13.10.05　新市ゆうゆう祭り
13.09.16　駅家東学区敬老会
13.09.15  井原石祭り
13.08.17　沼隈社会福祉協会デイサービスセンター夏祭り
13.08.14　福山いろは丸よさこい
13.08.12　高知よさこい全国大会
13.08.11　高知よさこい祭り　本祭二日目

13.08.04　常金丸夏祭り
13.08.03　井原夏祭り
13.07.27　緑陽町夏祭り
13.07.20　油木宮島さん宵祭りよさこいパレード 
13.07.13　深津小学校ＰＴＣ
13.07.07　福山ゆかた祭り
13.07.06　福山ゆかた祭り
13.07.06　福山ディスティネーション
13.06.17　絆・・・永遠にｉｎふくやま
13.06.09　フードフェスタ
13.05.19　福山ローズパレード
13.05.05　広島フラワーフェスティバルきんさいYOSAKOI
13.04.29　ＷＥＳＴＤＲＵＧ２００
13.01.05　大田ゆうすけ新年会アトラクション

＜2012年　以前は省略＞ 

【受賞履歴】
＜2013年＞
13.08.12　高知よさこい全国大会　優秀賞『艶』受賞
13.05.19　福山ばら祭　ローズパレード　YOSAKOI部門優秀賞
13.05.05　広島フラワーフェスティバル　きんさいＹＯＳＡＫＯＩ　クリエイティブ演出賞

＜2012年　以前は省略＞

備後ばらバラよさこい踊り隊
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13.10.20　支志團10周年記念イベント
13.10.13　幸盛ナイト
13.10.06　中小企業30周年記念イベント
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13.07.06　福山ゆかた祭り
13.07.06　福山ディスティネーション
13.06.17　絆・・・永遠にｉｎふくやま
13.06.09　フードフェスタ
13.05.19　福山ローズパレード
13.05.05　広島フラワーフェスティバルきんさいYOSAKOI
13.04.29　ＷＥＳＴＤＲＵＧ２００
13.01.05　大田ゆうすけ新年会アトラクション

＜2012年　以前は省略＞ 

【受賞履歴】
＜2013年＞
13.08.12　高知よさこい全国大会　優秀賞『艶』受賞
13.05.19　福山ばら祭　ローズパレード　YOSAKOI部門優秀賞
13.05.05　広島フラワーフェスティバル　きんさいＹＯＳＡＫＯＩ　クリエイティブ演出賞

＜2012年　以前は省略＞

木村 真弓 ―Facebook　facebook.com/mayumi.kimura.14

備後ばらバラよさこい踊り隊 ―Facebook　facebook.com/binbara
備後ばらバラよさこい踊り隊ホームページ　binbara.com/
　
ローラちゃん応援隊 ―Facebook　facebook.com/pages/ローラちゃん応援隊
ローラちゃん応援隊のホームページ　fukuyama-rola.com/

福山市役所 ホームページ　→　ばらのまち福山　→　ローラちゃん応援隊
city.fukuyama.hiroshima.jp/


