地 域 発
大 特 集

吉本興業住 みます芸人
47都道府県 からの現地報告

今年、創業110周年を迎えた吉本興業は、
「お笑い」を核としながら、

地域創生に関するさまざまな取り組みを推進してきた。2011年にスタートした
「47都道府県エリアプロジェクト（あなたの街に 住みます プロジェクト）」も11年目を迎えた。
「吉本」が考え、実践する地域創生とは何か？ 全国の「住みます芸人」に
現地から自分自身の言葉で、生の声をリポートしてもらった。 おもろい 現地報告、満載！
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住みます芸人

01

子どもが泣いてもよし！
とことん楽しむ親子サロン
オジョー

北 海 道

3

4
1 岩見沢市の北村のお祭りで紙芝居
をしたり、集まった人たちと折り紙をし
たり、0 歳〜大人まで楽しめるイベント
を開催。2 ベビーシッターの資格を持
っているので、参加した赤ちゃんをあ
やすのもお手のもの。3 子育てサロン
には地元農家も参加し、提供してもら
ったお米を参加者に配布した。4 イン
スタグラムでは紙芝居や工作のライ
ブなどを定期的に配信している。
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オジョー
1981 年６月生まれ。北海道岩見沢
市出身。ＮＳＣ俳優コース３期生。北
海道にてコンビ「上海ドール」で冠
番組ほか各メディアに多数出演後、
上京。解散後に北海道へ戻り、ピ
ン芸人として活動中。2016 年に結婚、
現在４歳男児の母。自身の子育て経
験を基に、お母さんの負担を軽減で
きる子育てサロンを展開。

明るく楽しい育児で
不安と孤独を吹き飛ばす

新喜劇に憧れて東京の吉本に入

りましたが︑卒業後にローカル番

組に憧れて札幌よしもとへ︒６〜

７年活動して東京へ戻り︑コンビ

からピンになって札幌よしもとに

カムバック︒うろちょろするよね

〜︒いろいろあったのよ︒

そして︑７年前︑
﹁ 北海道住み

ます芸人﹂のお話をいただき︑﹁生

まれ育った大好きな北海道で地域

活性化のお手伝いをしたいッ！﹂

という熱い思いで就任しました︒

その後︑結婚・妊娠︒旦那は単

身赴任になり︑私は実家の岩見沢

市へ戻って出産︒子どもの夜泣き

がひどく︑子どもを守らなきゃと

いう思いと一人で子育てする孤独

から︑自分の長所である明るさが
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消えてしまいました︒

そんなとき︑ 年以上続けてい

たブログに悩みを書くと︑子育て

中の先輩ママがたくさんのアドバ

イスや応援コメントを送ってくれ

しみたい！﹂という思いで︑０歳

〜大人まで楽しめる﹁オジョーの

子育てサロン﹂を開きました︒本

読み︑紙芝居︑ゲーム︑クイズ︑

野菜ソムリエの資格を生かした栄

養の取り方の人形劇など︑盛りだ

子育てサロンに来て︑
﹁ 子ども

くさんの１時間︒

が歌を歌うようになりました﹂﹁横

にいたお母さんと仲良くなりまし

た﹂﹁離乳食を作るのが楽になりま

した﹂など︑たくさんのうれしい

言葉をいただきました︒

そんな折︑コロナ禍で子育てサ

ロンができなくなってしまいまし

た︒でも︑
﹁ ラジオなら子どもた

ちやお父さんお母さんに話しかけ

ることができる！﹂と思い︑岩見

沢市のＦＭはまなすにかけあい︑

２０２０年５月２日から﹁オジョ

ーの子育てサロンレディオ﹂を開

始︒遊び方や子どもが喜ぶテイク

アウトの話をしたり︑子どもたち

と電話で話したり︒インスタライ

ブで︑全国からラジオ収録を見ら

ました︒ふっと気持ちが軽くなり︑ れるようにしました︒

今後は岩見沢市だけではなく︑

北海道１７９市町村のお父さんお

母さんに﹁もっと肩の力抜いて一

緒に子育て楽しもうよ！﹂という

思いを伝えたいです︒
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周りに甘えることで孤独から抜け

出し︑祖父の遺言﹁楽しめよ﹂を

モットーに子育てできるように︒

﹁同じ思いをしているお父さんお

母さんにも伝えたい！ 一緒に楽
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EAST
笑いの力で地域活性化のお手伝い！

よしもと住みます芸人の現地報告
東日本編

＊番号は都道府県コード ＊地域ブロックは「八地方区分」
による ＊◎印は今回の原稿担当者 ＊5月25日現在
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北海道・東北

01 北海道：◎オジョー／コロネケン／スクランブル
02 青森県：ノーストン
03 岩手県：アンダーエイジ
04 宮城県：◎バクコメ
けせんぬまペイ！（気仙沼市住みます芸人）
05 秋田県：きり亭たん方／◎ちぇす
06 山形県：ソラシド
07 福島県：ぺんぎんナッツ

関東
08 茨城県：オスペンギン
09 栃木県：◎上原チョー／ベリーズ

02

サトウヒロコ（住みますアーティスト）
10 群馬県：アンカンミンカン／ガッツいわせ
◎チョッキGT5000
11 埼玉県：天狗（首都圏住みます芸人）
◎ボヨンボヨン（首都圏住みます芸人）
北条ふとし／カートヤング
こりゃめでてーな
12 千葉県：もぐもぐピーナッツ
13 東京都：◎キャベツ確認中／ゆったり感
14 神奈川県：囲碁将棋／◎アホマイルド坂本
アルバトロスしん／コロウカン
フランポネ

05
03
中部
15 新潟県：関田将人／◎大谷哲也
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いっすねー！山脇
チカコホンマ
16 富山県：伊藤もとひろ
◎ノビ山本
ものいい吉田サラダ

（氷見市地域おこし協力隊）

17 石川県：ぶんぶんボウル
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◎月亭方気
トマト王子

（羽咋市地域おこし協力隊）

18 福井県：笑福亭笑生
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◎飯めしあがれこにお

09

（若狭町住みます芸人）

カリマンタン
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19 山梨県：◎いしいそうたろう
ティカトウ
20 長野県：こてつ／◎ゆでたかの
21 岐阜県：ますっち／◎森貴史
22 静岡県：富士彦／◎さこリッチ
ぬまんづ
23 愛知県：◎小鈴木／緑ひなこ
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住みます芸人

1

24

ちゅ う

中入道がつないだ
地域の人々との深い絆
オレンジ田中哲也

三 重 県

にゅう
どう

1 四日市商店街のシンボル的存在の
中入道と田中。ちなみに、中入道は
四日市市の公式マスコット
「こにゅうど
うくん」のおじさんでもある。2 地元の
高校生が制作した新衣装に着替え
中の中入道。3 学生時代にいじめら
れた体験を持つだけに、いじめ防止
活動にも熱心。4 市内のゴミ拾いなど
のボランティア活動にも取り組む。
5 2021年に行われた
「三重とこわか
国体」に応援メッセージを送る。6 伊
賀上野シティマラニックに参加したと
きの記念写真。得意のマラソンを活
かして多くの大会でゲストランナーとし
て活躍。
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た なか てつ や

オレンジ田中哲也
1978 年生まれ。三重県出身。
2020 年８月三重県住みます芸人に就
任。YouTube「三重県専門チャン
ネル てつぶら 」では地元四日市を
中心に県内の情報発信に取り組んで
いる。学生時代のいじめ体験を書籍
化し、東海エリアの学校での講演活
動も行っている。また、得意のマラソ
ンを生かし、県内の大会にもゲストラ
ンナーとして多数参加している。

西日本編

＊番号は都道府県コード ＊地域ブロックは「八地方区分」
による ＊◎印は今回の原稿担当者 ＊5月25日現在

近畿

24 三重県：カツラギ／◎オレンジ田中哲也
25 滋賀県：◎ファミリーレストラン／ノーサイン
26 京都府：タナからイケダ／きゃろっときゃべつ／◎木下弱
27 大阪府：span!
28 兵庫県：山田スタジアム／◎モンスーン
29 奈良県：◎十手リンジン／桂ちきん／もっち
30 和歌山県：わんだーらんど
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42
しても活動しています︒そんな僕

ていただき︑ディレクター芸人と

よしもと﹂の動画制作に携わらせ

編集を独学で勉強し︑今は﹁ＢＳ

ナ禍で仕事が激減してからは動画

うコンビで活動しています︒コロ

僕は漫才師で﹁オレンジ﹂とい

地元の学生たちと協力して
まちおこしに取り組む

った中入道の衣装を新調してくれ

高等学校の生徒たちがボロボロだ

紹介すると︑三重県立四日市農芸

した︒そのことをユーチューブで

にしたいという情報が寄せられま

うモニュメントをパワースポット

ンモール商店街にある中入道とい

発信したところ︑四日市のグリー

ている人のお悩み解決をテーマに

ンネル﹁てつぶら﹂で地元の困っ

が三重県住みます芸人に就任した

ることに︒そこからメディアにも

どんどん取り上げてもらえるよう

のは２０２０年 月のことです︒

出身が三重県四日市市というこ

になりました︒

商業高等学校と四日市大学の学生

とで会社から就任を打診されたこ

した︒両親は応援してくれていた

たちと中入道をモチーフにしたお

さらに地元の人たちに協力を呼

のですが︑仕事もコロナで激減し

菓子を作ることが決定︒この記事

とがきっかけでした︒実は 年︑

て何もできていない自分に情けな

の掲載号が出ている頃には商品も

び掛けたところ︑三重県立四日市

さを感じていたときで︑さらにお

販売されているはずです︒

年と両親が立て続けに他界しま

世話になっている皆さんに何も恩

商品名は﹁みんなの和ぷりん﹂
︒

和風のぷりんで︑
﹁和﹂と﹁輪﹂

返しができていない悔しさもあり

ました︒そこで微力ですが地元の

のつなぎ役と思っていましたが︑

をかけています︒

活動当初︑コンビの活動とピン

気づけば中入道が僕と地元の皆さ

ために何か貢献できればと思って

の活動を両立するにあたり相方の

んをつないでくれる形に︒今後は
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僕自身は中入道と地元の皆さん

泉︵聡︶さんに相談したところ︑

中入道に乗っかって僕の活動を広
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よしもと住みます芸人の現地報告

40

就任することにしました︒

地元の四日市の魅力を発信するチ

めてもらおうと思います︒

皆さん︑ぜひ四日市に来てくだ

さい︒

ャンネルをしてみればとアドバイ

スをもらいました︒

そこで︑僕のユーチューブチャ
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WEST
笑いの力で地域活性化のお手伝い！

中国
31 鳥取県：ほのまる
32 島根県：奥村隼也
33 岡山県：◎江西あきよし／ハロー植田
34 広島県：藩飛礼
35 山口県：どさけん／山口ふく太郎･ふく子／ぶるぼん（平郡島住みます芸人）
快盗スズメ（美祢市住みます芸人）／◎ウッチィ（美祢市住みます芸人）

四国
36 徳島県：◎みっとしー／中山女子短期大学（徳島県応援芸人）
37 香川県：◎梶剛／大木亀丸（丸亀市住みます芸人）
38 愛媛県：◎ひめころんきづたく／うっつん
39 高知県：◎淀家萬月／シナモン

九州・沖縄

47

40 福岡県：マサル／◎カイキンショウ／MC TATAMI
41 佐賀県：◎メタルラック／ひのひかり智（佐賀県応援芸人）
42 長崎県：長崎亭キヨちゃんぽん
43 熊本県：もっこすファイヤー
44 大分県：野良レンジャー
45 宮崎県：嫁恐竜／◎チキンナンゴー
46 鹿児島県：パイナップルつばさ／◎仮屋竹洋
47 沖縄県：◎ありんくりん／カシスオレンジ／ハイビスカスパーティー
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