
本講演から、「ひとを愛するこころ」の大切さを感じることができたでしょうか。

本日の講演から、夢や希望に向かう大切さ、仲間を思いやる大切さを感じることはで
きましたでしょうか。どのように事業を知りましたか。
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Q：今、大人として青少年たちにどのように手を差し伸べるべきかお聞か
せください。
●子供が影響を受けるのは、親以外の大人であることが多いと思います。知らん顔しないで関わっていく、
勇気を持ちたいものです。（40代女性）
●くどく、真剣に話をする。（30代男性）
●命の大切さを伝える。（40代女性）
●私もやまにのぼります。たとえ低山でも1歩踏み外せば、けがや死につながります。すべて自分との闘い
です。子供たちに山登りをさせて、自分で判断することを考えてやりたい（60代女性）
●手を差し伸べるのではなく、自分で考えるような教育をしていきたい。（30代女性）
●見守ること（40代男性）
●手を差し伸べるべき。無条件に手を差し伸べてくれる大人がいるという安心感を子供たちには与えなけれ
ばならない。（30代女性）
●やはりこつこつやることが大切だと思いました。（40代男性）
●大きな心とやさしい心といけないものはだめという心（40代男性）
●心の問題（30代女性）
●他人とのつながりが薄くなっている。隣人同士でも子供を注意したりすることが無くなっている。人と人の
つながり、近所の周囲の人たちみんなで子供を育てる意識がなくなっている。それを昔のように取り戻せた
ら、もっと子供たちも素直に育ってゆけるのではないでしょうか。（40代女性）
●誰もが自分の事見ればいい（60代女性）
●いろんな経験をさせてあげられるような場やチャンスを与えられたらよいと思う。（50代女性）
●家族愛（60代男性）
●青少年を育てるのは親だけではなく地域の人々だと思います。積極的に関わり合いをしてゆく大人側の
意識が必要だと思います。（30代男性）
●今、学校でよくあるいじめに対し、今回の野口さんの講演会を聞かせたい、いじめはどんなに愚かなこと
かと！！（60代女性）
●熱中できる選択肢が広がる社会づくり（40代女性）
●なんでも準備を整えてあげないとできない人が多いですね。不足や疑問を訴えてきたら答えてあげたいと
思います。（40代男性）
●活動の場と機会を与える。（60代男性）
●大人は、みな、よい手本となれ（50代女性）
●大切なことは機会を与えること、助けるということは間違いではないか。（40代男性）
●世界中を見つめる事ができるよう（70代男性）
●興味のある活動を行う（40代男性）
●親となって、親として、その子の夢をかなえさせてあげるために導いてあげる努力は必要だと感じていま
す。（40代女性）
●しんどいなと思っても、自由は大変、最後は自分が責任を持たないといけないから（40代）
●自分らしく（60代女性）
●今の子供は過干渉、過保護にされていると思う。もう少し放任して意見の持てる人間になってほしい。（30
代女性）
●しっかり生きていく姿を見せることがまず大事かと思う。（30代女性）
●日々の生活の中でこともたちを大切に育てるべきだと思う。（60代女性）
●接することが手を差し伸べること！！（40代女性）
●程度問題。ともすれば、過保護になるので。（30代男性）
●お互いに思いやるべきです。（40代女性）
●各世代が仲間意識を持つこと。思いやりを持つこと（40代男性）
●厳しく手を差し伸べる（見守る）（70代男性）
●批判されても強く生きている姿勢を若者に伝えるべきだと思います。（40代女性）
●命を大切にすること。次にやり直せることは、潔く諦め、失敗を教訓とする。（50代男性）
●目標と勇気を持つことその障害と対処を教えること（40代男性）
●立つ場所によって、成功と失敗の意味が変わってくるという事。（40代女性）
●色々な経験を伝える（40代女性）
●隣にいるということが大事（40代女性）
●生き様の経験を語る（40代女性）

●地域として、青少年を見守ることは大切だが、まず親がもっと責任をもって子育てするべきだ（30代男性）
●自由と責任について考えることを教える（60代女性）
●一緒に活動することによって、ともに笑いともに悩み、ともに考える体験ができればよいかなと思う（40代
女性）



●地域住民として、青少年に挨拶したり「元気？」と声をかけています。手を差し伸べるというか、気軽に悩
み話を言い合える関係を築くことが必要だと思う。（40代女性）
●自分で考えてください。一つあるとすれば、「楽するな。無理するな」（50代男性）
●自分で考える力をつけることが大切だと思います。（40代女性）
●本当の愛をぶつける気持ちで差し伸べるべきだと思いました。（10代男性）
●ともに話し合い、語り合う機会ができたらいい（70代男性）
●思いやりの心をもってほしい（40代女性）
●夢を持たせること、努力、応援（50代男性）
●大人の視点と、子供の視点を共有できる場づくり
●義務教育期の人格形成期のいろいろな体験が大切。この体験が力のある青少年を育むと思います。（40
代男性）
●子供は大人がサポートすべき（40代女性）
●いろんな意味でのコミュニケーションは大事であると思う。（40代男性）
●遠慮なく悪いことは悪いという。（60代
●この社会に生まれてよかったと思える環境を残すということができればと思います（60代女性）
●今、子供たちと一緒に空手をやっていますが、空手を通じて礼儀等を教えていきたい。（40代男性）
●感動する機会をたくさん与えたい（40代女性）
●ちょっと立ち止まって、我慢してみて。その開いた口を振り上げた手を止めて、自分にも相手の気持ちもも
考えてみてほしい。（60代女性）



Q:あなたが今まで経験した、仲間の絆の大切さをお聞かせください。
●本当に困ったときに助けてくれる友人を作ることが一番大切です（40代女性）
●なんでも一人ではできない事がわかった（分からしてもらった）（40代男性）
●そのような経験があまりないと気づいた。野口さんのように、命を預け合えるような仲間がいるのがうらや
ましい。（30代女性）
●冬山に行ったときに、山で仲間に助けられた。（40代男性）
●辛い時ににそばにいてくれて一人じゃないと感じることができた。（20代女性）
●昔の仲間に声をかけ、今子供たちにサッカーをボランティアで教えることができています。絆は時代も距
離も関係ない！（40代女性）
●自分一人ではない、周りの人に支えられていると感じています。（50代女性）
●一人では成し遂げれない仕事を仲間で助け合って成功させた。（50代女性）
●一緒にクラブ活動した仲間たち（60代男性）
●昨日、20数年来の仲間と富士山に登りました。普段は離れているけれど助け合いながら協力できとても
絆を感じた！（30代男性）
●部活で負け続けてたのに、誰一人やめないで試合に出たこと（30代女性）
●学生の頃の部活動（40代女性）
●落ち込んだ時話を聞いてくれること（60代男性）
●なんといっても学生時代の部活動（40代男性）
●夫婦の絆（70代男性）
●仕事上の活動で（40代男性）
●仕事場でのチームワーク（30代女性）
●話を聞くこと、聞いてもらうこと。それだけでも大きな力となった。（30代女性）
●何年か前の北アルプスの春山登山中に遭難の一歩手前の状態になった場面で、強風の中、友達の声も
自分の声も届かない状態の中、アイコンタクトで取り切れたこと！！（60代女性）
●病気で戦う時に仲間に勇気づけられました。（40代女性）
●「責任は取るから好きにやって！」と言われて、みんなで意見をだし協力し合えました。（40代女性）
●クラブ活動で助け合ったこと。職場で協力し合う事、同じ目標に向かって趣味等活動に励む。後ろ向きな
自分に一言背中を押してくれる言葉をかけてもらった。（40代女性）
●落ち込んだ時やがん気がない時に力になってくれる（40代女性）
●職場の仲間（70代男性）
●スポーツでの競争だけでなく、ともに協調向上する仲間を持った時（70代男性）
●困ったときの周りからの声掛け（40代女性）
●学生時代のスポーツ活動、会社でのプロジェクト活動など人の和、チームワークが目的達成のために、と
ても大切だと思いました。（69代男性）
●今までいろんな意味で助けられ、支えられているんだなと思っている。（40代男性）
●「大丈夫？」の一言でした。（40代女性）
●サークル活動で知り合った仲間との絆が少しずつ増していくことが少しだけど大きくなることが大切だと思
います。（60代女性）
●学生の頃していた部活で挫折をした際に仲間の大切さを感じた。（40代男性）



Q:未来の礎となる青少年たちへのメッセージを送ってください。
●人は自然の一部です。人が自然を支配するものではありません。とわかってほしい。（40代女性）
●山小屋では、皆さんがいろいろ知恵を貸してくださいます。生と死の境目を自分の足で歩きます。一歩一
歩歩けば必ず登頂できます。人間の力のすばらしさを感じます。子供たちの自信につなげたい。（60代女
●自分を信じて（40代男性）
●失敗は単なる失敗ではない。そこからしか生まれないものがきっとある。（30代女性）
●成功、はかなく難しいことだが、目標に向かって頑張ってください。（40代男性）
●色々な可能性があると思うので、たくさんのことに挑戦してほしい。（20代女性）
●人と話すことを大切にしてほしい。（40代女性）
●人の心を考える（60代女性）
●自分自身で未来を切り開いていってほしい。（50代女性）
●いろんな経験をして、辛いこと、厳しいことの中から自分で何かを見つけてほしい。（50代女性）
●他者を思いやる心
●日本は暗いニュースと暗い見通しを語る人々が多い。そうした視点も必要ですが、必ず暗さや苦しみの中
から希望はあります。（30代男性）
●思いやりの心を持ってほしい（30代女性）
●自分を大切に、周りの人々を大切に想って、みんなで助け合って生きていこう。（40代女性）
●バーチャルの世界よりも実社会を経てよりよい人間関係を築く術を身につけてほしいです。（40代女性）
●自分を信じること（60代男性）
●何事が起ころうとも強く、強く生きてください。（50代女性）
●夢を持とう。なんでもよいから、夢を持つこと。（40代男性）
●世界中の人間が共同生活をしているといいたい。（70代男性）
●人を思いやる心を大切にしてほしい。（40代男性）
●自分を大切に、自分を信じて、今を生きていってほしい。（40代女性）
●一日一日を真剣に生きてほしいとおもいます。（70代男性）
●自然を大切に♡生かされている命♡を楽しく生きてください！！（60代女性）
●情報過多の社会ですが大事なことは何なのか見失わないでほしい（30代女性）
●しっかり食べるんだよ！インスタントやファーストフードだけじゃダメだよ！（30代女性）
●自分を大切にする（自分自身を好きになる）ことを第一に生きていくこと。自然に他人への思いやりが時
生まれると思う。（60代女性）
●失敗は成功のもと。成功に結び付けれるよう手助けをできるといい。（40代女性）
●もっと自由に！自分を信じて好きになって大丈夫！（40代女性）
●急ぐことはない。ゆっくり進め！（40代女性）
●自己責任の意味をしっかりと。（70代男性）
●１００のうち51の成功（自分で思う）49の失敗を収めれば、よい人生なはず。「挑戦すること」苦しみも必ず
伴う。（40代女性）
●人生は一人に1回しかない。（40代女性）
●目標をもって夢をかなえてほしい。（40代女性）
●自分も他人も大事にできる人に（40代女性）
●チャレンジ精神を持ち強く生きてほしい（40代男性）
●死と向き合った大人の物語を読んだり聞いたりする機会は大事。（40代女性）
●自分を人事ること。平和を愛すること。自立して生きること（60代女性）
●どんなことでもいいので、一生懸命になれるものを見つけて取り組んでほしい。挫折や、悩みを味わうだ
ろうが、達成感や感動も味わえる。若い時にしかできない事、自由にできる時間を有効に使ってほしい。（40
代女性）
●後ろへ下がることも前へ進むことも同じなのだと思います。ある意味。。。（50代女性）
●すぐにあきらめたり、くじけたりしないで、楽しいこと、自分でできることを見つけて頑張ってほしいです。心
は職でも伴われるので、バランスの良い食事に気を付けてほしいです。
●一歩一歩前へ進む。Take it easy. Don't worry, Be happy!（40代女性）
●何事も本気で決して覚めた考え方をしない。（50代男性）
●夢をまず持つこと。（40代女性）
●いろんなことを体験して、経験して、自分の道を見つけてほしいと思います。（40代女性）
●「楽して生きようと思うな！」と伝えたい理解してもらいたい。（30代男性）
●人を信じること、自分も信じられる人となれ（70代男性）
●どうぞ自分以外の人を大切にしてください。そんな気持ちの持てる世の中になりますように（40代女性）
●野口さんの話をもっと若者が理解できる人生を送ってほしいと思います。いろいろ辛く悲しいから、人生面
白いと思います。（60代女性）
●夢と希望を捨てず前進してほしい。マイナス面ばかりじゃなくプラス面もあります。（60代女性）
●継続すること。あわてず焦らず、自分の夢をあきらめないで（60代男性）



●活力ある一宮市を目指して頑張ってください。（40代男性）
●色々な経験を積む。（40代女性）
●外に足を運べ（40代女性）
●多くのことを学んでいってほしい。特に自然から（40代男性）
●有名大学ばかり猫も杓子ももとめず自分に合った、自分のやりたいこと、自分をとにかくよく見つめなおし
てほしい（70代女性）
●今の自分を見つめて周りの愛を感じてほしい（60代女性）
自分がされたことで嫌なら人には絶対にしてはダメ（70代女性）
●人のために、仲間のために何かをしている自分を自分でほめてあげながら進んでほしい。（60代女性）
●挑戦するしないかは、０か１の世界。１挑戦することで世界は広がる。その一歩が大切だ。希望のある人
生とない人生は、０か１かの選択だ。（30代女性）
●自殺なんかしないで生きてほしい。（50代女性）



Q．本講演で感じた点改善すべき点がありましたら、ご意見くださ
い。
l  事前に質問を取りまとめて講演の材料にしてほしい。（40代男性）
l  スライドも見たい。（40代女性）
l  もっとこの会を作ってほしい。（60代女性）
l  質問したい人がまだいらしたと思います。もう少し質問の時間を取ってほしい。（50代女性）
l  定期的に実施してください。（60代男性）
l とても良い話でした。私も65歳ですが今後ももっと一日一日一生懸命生きたいと思いました。（60
代女性）
l  とても良いお話を聞かせてくれてありがとうございました。野口さん自身のつらい経験なのに私たち

のために話してくださって感謝しております。（40代女性）
l  楽しく聞かせていただきました。とてもよかったです。（40代女性）
l  とても楽しく話を聞けました。（50代女性）
l  自分の世界の狭さに気づきました。周りのすべてのことが小さく思えてきました。少し今までより大

らかに生きられそうです。（30代女性）
l  とても良い話を聞けました。少し勇気をもらいました。（40代男性）
l  とてもわかりやすく楽しい講演でした。来てよかったです。（40代女性）
l  とても良い講演でした。ありがとうございました。（50代女性）
l  現場の生の声お話はすばらしい。良いお話の場をありがとうございました。（40代男性）
l  もっと大きな心がほしい。（70代男性）
l  時間を忘れるほど大変有意義な講演会でした（40代男性）
l  講演を大人（親）になって初めて聞きました。楽しくそれでも深く良い話でした。良い時間を過ごし

ました。（40代女性）
l  本当に素敵な内容でした。またお聞きしたいです。コツコツ続けていく。大事ですね。一宮青年会議

所のスタッフの皆さん本当にお疲れ様でした。（40代）
l すごく良かったです！生々しい話を聞く機会があまりないので、聞けて良かったです。良い話だけ

じゃないのが現実的でよかったです。夢をおうリスクを教えてもらえました。（20代女性）
l 講演会の前に野口さんの活動の映像上映が良。さわやかに入場案内をしていただいて良。（60代女
性）
l  野口さん素晴らしいメッセージありがとうございました。（40代男性）
l  こつこつ続けていくことの大変さと大切さがよくわかりました。未来を担う子供たちが夢を持ち、挑

戦し続けることができるよう大人がサポートできるのも必要と思います。（50代女性）
l 野口健さんの講演は2回目です。毎回感動されます。前回夫と二人だけでしたが、子供に是非聞かせ

てやりたいと思い申し込みました。ありがとうございました。（40代女性）
l  エベレスト登頂という大変なことを笑いを交えて話してくれて楽しかったです。映像もあるといいか

も。（40代女性）
l  1歩の大切（70代男性）
l  このアンケート用紙の字を大きくしてほしい。（40代女性）
l  期待してた通、野口さんの話はとても素晴らしかったです。

l  いじめの対処。（60代男性）
l  良い講演会を公開で開催されている点が良いと思いました。（40代男性）
l  限界での死の世界、挑戦することの意味、何でもやってみることと思った。（70代男性）
l  身近な青少年達として、わが娘（高2）・息子（小6）に野口さんから教えていただいた「何をもって

成功か」を話してあげたいと思いました。（40代女性）


