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「悠学の会」

準備が進む 第 24 回
府中市生涯学習フェスティバル

開催日
9 月 9 日（土）
10 日（日）

平成５年に府中市生涯学習センターが発足して以来、毎年９月に、市民の生涯学習の成果を発表する場
として、また市民が新しく生涯学習を始めるきっかけづくりの場として、フェスティバルが盛大に開催さ
れてきました。
今年も、市民参加者（団体）を公募するイベントとして
市民作品展、市民発表会、サウンドフェスティバル、ワークショップ（体験教室）を実施。
さらに、特別講演会や子供サイエンス、鉄道模型体験、ミニホース・小動物ふれあい体験、チャリ
ティーバザーなどなどの企画をフェスティバル実行委員会で準備しています。子どもたちから大人ま
で楽しめますので、ご家族みなさんでご参加ください。（第 24 回生涯学習フェスティバル実行委員会）

今年は

森でもり上がろう！

森のスペシャリスト
東京農工大
福嶋司名誉教授が
府中の森の魅力を語る

「知れば面白くなる森の話

市民発表会
ミニホース馬車体験

～東京の森、武蔵野の森、府中の森～」
9 月 10 日（日） 11 時

平成二十九年度から

文化生涯学習課

文化振興係
生涯学習係

スポーツ振興課

府中市文化スポーツ部の
組織が変わりました

文化振興課

文化振興係

生涯学習スポーツ課
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スポーツ推進係
施設係

事務局（℡ 335-4394）
」まで

学習推進係
スポーツ振興係
施設係

大勢のボランティアのご協
力が欠かせません。フェス
ティバルを盛り上げるため、
市民のみなさんの積極的な
参加をお待ちしています。
＊参加ご希望の方は「実行委員会

○文化・芸術のまちとしての環境づくり
や、市民の生涯にわたる学習の機会の
更なる推進を図るため、文化振興課に
生涯学習スポーツ課の学習推進係を
移管した上で、文化生涯学習課に再編
し、文化振興係及び生涯学習係を設置
しました。
○スポーツタウン府中の更なる発展を
図るため、生涯学習スポーツ課をスポ
ーツ振興課に再編しました。
○文化スポーツ部は、そのほかにふるさ
と文化財課・図書館・美術館で組織さ
れております。

当日のイベント運営には

2 階講堂 無料

生涯学習センター講座から新しく生まれた

自主グループの紹介
生涯学習センターの実技講座受講後、同じ思いをもった有志が集まりフレッシュな自主
サークルが生まれました。
“表情豊かにゆったりと演奏する”仲間と、
“いつも明るく楽しみながら”のふたつの仲間をご紹介します。

オカリナ ラルゴ

（代表 小浦洋二）

皆さんオカリナという楽器は既にご存じとおもいます。
私たちは生涯学習センターが主催した「オカリナを奏でよ
う！」の講座終了後に、有志によって産声をあげた自主サーク
ルです。 ラルゴという名の由来は、“表情豊かに、ゆったりと演
奏する”との思いが込められています。
講座で私たちが指導を受けた畠山美津子先生に、引き続き
お願いして月２回定期的な練習をしています。
いつもの練習内容・行程は次の通りです。
1.準備体操、息の吸い込み、吐きだし息次ぎなどの呼吸法
2.演奏技術のおさらい
3.ハーモニーの練習
4.合奏曲の練習
先生の優しく丁寧なご指導のもと、毎回の練習に励んでいます。
最初の目標として今秋の発表会を目指し、優しいハーモニー
をお届 けできるよう頑 張 っています。
楽譜を覚え、楽器を奏でることは、脳の老化防止にも繋がるそ
うですから、いつまでも皆揃って、若々しく楽しい活動をしていけ
ればと思います。
オカリナは取り組み易い楽器です。関心のある方は、是非右
記までご連絡ください。

♬ 口笛を楽しむサークル

活動場所：生涯学習センター音楽室
活動日： 第２・第４月曜日 13 時 30 分から
２時間 （集合は 13 時 15 分）
指導者： 畠山美津子先生 各種演奏活動を行
い、現在はジャズやボサノバなどのラ
イブ活動を行う傍ら、フルート・オカリ
ナの講師として後進の指導にあたる。
【連絡先】 小浦洋二 042-363-0831
※不在の場合は留守電に連絡先をお願いします。

（代表 杉浦孝子・竹松由美）

私たちグループは生涯学習センター主催の、今年の講座
「世界的口笛奏者による“口笛で音楽しよう”」の受講終了後、
この 4 月に 8 名で発足したグループです。
中心になってまとめ役をされていた方が、不慮の事故によっ
て急逝されましたが、残った 7 名で皆前を向いて、サークルを
続けていくことになりました。
現在は月 2 回の練習を、定期的に生涯学習センター研修室
で行っています。
まずウォーミングアップから、約 90 分で 2 曲ほどの口笛演奏
を練習しています。
有酸素運動による呼吸器系の改善、脳の活性化など、健康
面に効果も、そしてなにより若見えすることも。
当面の目標は、今秋 11 月の生涯学習センターでの、ロビー
コンサートです。ぜひご来場ください。お待ちしています。
先々の大きな目標として、来年神奈川で開催される“ＷＷＣ
２０１８ 口笛世界大会”に参加するため、いつも明るく楽しみな
がら、笑顔の絶えない練習を続けています。
みなさんも口笛を思い出してみませんか。
参加ご希望の方は右記までご連絡ください。
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活動場所：生涯学習センター研修室 他
活動日： 第２・第４水曜日 14 時から約 2 時間
常任講師：口笛奏者 りょうすけ（竹内亮介先生）
【連絡先】 竹内亮介 050-3584-1639
info@studiololoro.jp

生涯学習 この人に聞く

その

⑪

タウン紙「ふちゅうファミリープラザ」を発行している
大沢稔さん、美保子さんご夫妻（西原町）
タブロイド判の「ふちゅうファミリープラザ」は年 4 回発行され、今年 4 月で
124 号を数えています。西原町で学習塾「エミール学院」を開き、ご夫妻で小中高
生の勉強を指導するかたわら、33 年の長きにわたり地域のみなさんに身近な町の
情報を届け続けてこられた大沢さんご夫妻をお訪ねし、その思いやこれからの抱負をお聞きしました。
創刊されたきっかけは？

配布していることです。 5000 部印
刷して、西原町、北山町を中心に、
もともと北山町で「北山新報」と
記事によっては西府町、本宿町、
いう地元紙が発行されていました。
編集長が高齢になり、昭和 59 年、 武蔵台に各戸配布し、また府中市
の文化センターなど公共施設にも
廃刊やむなしとなったときに、学
置いてもらっています。ポスティン
習塾の広告を出してもらったり、
グだけは外注ですが、スポンサー
記事を書く手伝いをしていた私が
の支援でなりたっています。
引き継ぐことになりました。
そのときはまだ商店街もにぎや
家族での紙面づくりのご苦労は？
かで、スタート時には 25 もの地元
商店や飲食店がスポンサーになっ
記事集めは一緒にやっています
てくれました。その財産がいまで が、紙面の割り付けや校正は妻（美
もタウン紙発行の基盤となってい 保子さん）が得意で、丁寧に、間
ます。
違いがないように念をいれてやっ
ファミリープラザと名付けたのは？ てもらっています。二人で議論し
ながら、原稿・版下をつくりあげ
記事の内容への思いは？
るのに時間がかかります。
学習塾に多くの子どもたちが来
るようになり、それぞれの家庭で、 美保子さんの担当記事は？
このタウン紙を話題に家族で会話
私はもともと勤めていた会社で
が広がるといいなと願って名づけ も広報の仕事をしたり、現在も府
ました。
中地区保護司会で広報の担当をし

大沢さんご夫妻（娘さんのメダルを胸に）

タウン紙を発行し続けてうれしか
ったことは？

読者から面白かった、興味深かっ
た、と聞くのは大きな励みです。
また、今では私たちの三人の子
どもも社会人となっていますが、
夫婦でタウン紙を作り続ける親の
背中をみて育ってくれたのか、会
社でも広報関係を担当したり、記
ていますので、取材や文章を書く 事を寄稿してくれたりしています。
下の娘が結婚したとき、自分も
ことはわりと好きです。本紙では
「秘湯の旅」シリーズを執筆して、 両親のタウン紙発行に大変影響を
「感
すでに 96 回になりました。実際に 受けたと感謝の気持ちを込め、
訪れた温泉の体験談を皆さんに紹 謝のメダル」をかけてくれたのは
介するもので、温泉巡りは私の趣 なににも増してうれしかったです。
味でもあります。
読者のみなさんへ一言
美術・芸術関係の話題も多いよう
ですが？

したがって記事の内容も、広く
知られていないけれども隠れたと
ころでいいことをされている地域
の人々を紹介したい、美術創作と
か公園での美化活動とか、ちょっ
とした話題を家庭で読んでもらっ
て、子どもたちにも学んでもらい
たいとの思いがありました。

私（稔）は大変興味があり、行
ってみたい美術展覧会などを紹介
しています。また、上の娘もアメ
リカでナショナルギャラリーのガ
イドをしたこともあり、解説記事
を書いてもらっています。

これからも、ほのぼのとした心
温まるニュースを地域のみなさん
にお伝えできればいいなと思って
います。
そして、府中全域からも話題を発
掘したいと思っています。ぜひ、
みなさんからもニュースをお寄せ
ください。

インタビューを終えて：

30 年以上にわたって発行されているタウン紙「ふちゅうファミリープ
ラザ」には大沢さんご夫妻の熱い思いがいっぱい詰まっていることを実感
私たちが誇りに思っているのは、 させていただきました。学習塾で子供たちの成長を、タウン紙で地域の変
貌を見つづけてこられた経験を、これからも市民のみなさんに発信して欲
二人で記事を集め、文章を書き、
しいと思いました。
（記：奥野英城・設楽厚子）
編集し、自宅で印刷して、地域に

どんな形で発行を？
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国分寺市

ふちゅう東西南北

国立市

府中市

♬ 境界線巡り 武蔵台～北山町
♪
今回、府中市とその周辺の市の境界を歩いてみました。
そこには市境ならではの歴史があり、さまざまな人のいとなみがありました。

《武蔵台 3 丁目・ＪＲ中央線付近》
90 年以上住んでいる方にお話しを伺いました。その
昔は自分の家がたった１軒だけで回りは田畑と雑木林
だけだったそうです。
昔は屋敷分と本宿の一部にまたがる地でしたが終戦
後武蔵台に変わり、現在は住宅が建ち並び新府中街道
も開通し、だいぶ賑やかになったとのことでした。

《北山町４丁目付近》
道路の両側に立て看板があり北側（写真右端）の
「ちかんに注意」は立川・国立警察署のもの、南側
（写真左端）の「飛び出し注意」は府中警察署のも
のでした。この道路で所
轄が別れているのですね。
もし道路の真ん中でひっ
たくりなどの事件が発生
したらどちらの警察が対
応するのでしょうか？

《武蔵台 2 丁目・新府中街道付近》
白明坂の向かい側に 3 棟の都営住宅が建
っていました。ひとつの大きな団地と思い
ましたが、1 棟は国分寺市で他の２棟は府
中市でした。でも、自治会は市単位なので
不便なことはないそうです。
この都営住宅は市境なだけに、府中市が
ダストボックスを設置していた時は市外か
らのゴミの持ち込みでちょっと困ったこと
もあったようですが…

🎶 市境を歩いた人 🎶
井口文江、設楽厚子、柴田洋子、
田井美和子、中井博子

《北山町４丁目付近》
この交差点は府中市、国立市と接していて、見渡すと
ゴミ袋の色が違い、興味深い光景です。
たまたま小学生が下校して
いるところでしたが、外に出て
いる人たちがみんな「気をつけ
て帰るのよ」と声を掛けていま
した。市も自治会も異なります
が、市境を越えて仲良くしてい
る様子を垣間見ることができ
ました。

編集後記

地図：観光ガイドマップ（府中市観光協会発行）より引用

企画・編集 ： 府中市生涯学習ボランティア「悠学の会」
共 同 発 行 ： 府中市文化スポーツ部文化生涯学習課
府中生涯学習センター共同事業体

写真も含めて１色刷りの創刊号発行から15年目の今
年、途切れることなく、第60号の発行をおえることがで
きました。企画・編集担当の学習情報グループは、創刊
以来作成に携わってきた方が２名、そして新人が今年か
ら２名加わり計11名です。今後も府中の折々の情報をお
届けしたく、ご愛読の程お願いいたします。
（記：ＴＳ）

府中市生涯学習センター
〒183-0001 府中市浅間町1-7 Tel 042-336-5700
ホームページ：http://fuchu.shogaigakushu.jp/
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「生涯楽習だより」が
創刊 15 年・第 60 号に！
「生涯楽習だより」は、今回の発行を以て第 60 号を
迎えることとなりました。振り返ればこの情報紙発行は 15 年も
続いてきたことになります。その間、いろいろな課題もありましたが、長い歴史が
刻まれて来ました。今回はその創刊当時のことを思い起こし、新たな発展に向けての
出発点になることを期して、ページ数を増加し第 60 号記念号としました。

「ふちゅう東西南北 生涯楽習だより」の誕生
2002年4月府中市生涯学習ボランティアが発足し､私が所属したのは
情報紙作成班でした｡ 府中市内から学習に関する情報を集めて発信す
ることを目的とした学習情報紙を作ってもらいたいという市からの要
請で、早速編集会議が開かれたのです｡ 話し合いを重ねて「ふちゅう
東西南北 生涯楽習だより」と表題が決まり､ Ａ４判･４ページの創刊
号発刊が決定しました。
その内容は、2002年９月28日(土)～10月６日（日)まで開かれる第９
回府中市生涯学習フェスティバルの特集号を作成することでした｡当時
は現在よりもイベントの数も少なくて､市民作品展の出展数が多数でし
た｡ 当初より続いている主なイベントは､特別講演会・作品展(当時504
創刊号 （リソグラフで印刷）
点) ･市民発表会(同15団体) ･サウンドフェステバル(同９団体) ･お話し
(幼児向け)
･パソコン
･陶芸･カラープリントなど
会
で､これらの内容を掲載するために何度も編集会議を
開きました。 作成班員は11名でしたが、パソコンに
詳しい人は少数で､ 原稿起こし､レイアウト､ 写真を
コピーして切り張りし､ぼけている所はボールペンで
書き加え､何とか元原稿が完成しました。印刷機で刷
りあがった情報紙は､現在と比べると不鮮明な写真で
はありましたがこれが当時としては限界で､完成した
喜びは格別なものでした。
第１号 ｢ふちゅう東西南北 生涯楽習だより｣ は
創刊まもない頃の編集会議の様子
2002年９月に完成､発刊しました｡（記：田井美和子）
☆タイトルデザインの変遷☆

＊ 創刊号（記事参照）から使用
＊ 太陽とけやきをモチーフに
少しずつ変化（図は第 44 号）

＊ 第 48 号から採用
＊ けやき並木をイメージして作成
（プリントはモノクロ）

特１

＊ 第 56 号から現在に至る
＊ カラー化を機に丸型に変更
（背景の写真は毎号差し替え）

第 60 号に寄せて
生涯学習センター開館のころ

元・府中市生涯学習センター職員 英 太郎
（現・府中市文化スポーツ部ふるさと文化財課
市史編さん担当主幹）
「生涯楽習だより第６０号」発行おめでとうございます。
生涯学習センターは、平成４年の開設準備に始まり、その後の事業係での講座開催の仕事と合わせ、
都合６年間も勤務した、私にとって思い出深い施設です。
開館当初は「生涯学習」という考え方が提唱されたばかりで、
学習施設としても先駆的でした。
当時は、市民のさまざまな学習意欲に応えるべく、文化関係の
講座、美術系の作品制作講座、外国語講座、パソコン講座など、
多種多様な講座を市の職員が分担して開催していました。講座
の開催は夜 10 時の閉館時間までのものがほぼ毎日あり、加えて
土日開催もありました。どの講座も抽選になるほど多くの受講希望があり、市民の学習意欲の高さに驚
かされました。講座企画はできるだけ偏ったテーマにならないように努め、講師探しは新聞記事や書籍、
人名録のデータなどを参考にしていました。大学の先生、作家、会社経営者、官公庁の職員、芸能人、
芸術家など多彩な方々に講演をお願いしました。講座ではビデオや写真の映像を使ったり、音楽や舞踊
を演じていただくなど、わかりやすく立体的な舞台になるよう心掛けていました。
ｚｚ
美術系の講座では、魅力的な作品があり一般の方への指導ができる先生を探して、工房を訪ねて講師
を依頼しました。素晴しい芸術家の先生方とたくさんお会いして、材料の準備から展示まで、二人三脚
のように講座を作り上げた日々を懐かしく思い出します。
現在、開館から約四半世紀を経て隔世の感がありますが、市民の生涯学習・創作活動の拠点として
すっかり定着した生涯学習センターの、さらなる発展を願ってやみません。

｢悠学の会｣との出会い

生涯学習ボランティア「悠学の会」

根岸光紀

私と｢悠学の会｣との出会いは､退職後2年目の平成17年のことでした｡ 家の粗大ゴミになる前に何か自分にで
きる事は、と考えているときに､ 広報で生涯学習センターでの講座があることを知りました。何回か通ううちに気に
なったのは､ 講座のあるたびに手伝いをされるボランティアの方達の存在でした。 ある日学習センターの窓口を
訪ねボランティアの件をお聞きしたところ､ 「たまたま今日情報紙作成グループの活動日ですので､ 見学してみ
ませんか?」 と声をかけていただいたのが運のつきで､ 今日まできてしまいました｡
その当時は６名ほどの人数でしたが､皆さんの生き生きと活発に議論
をされている姿が印象に残り､興味半分､不安半分で入会させていただ
きました。活動の中で､初めて書かせていただいたのが､ふちゅう東西南
北の「多磨町の歴史｣でしたが､ それがきっかけで調査にご協力をいた
だいた地域の方達とも知り合うことができ､ その後は「府中にある街道｣
の話や｢府中かるたの碑を訪ねて｣などの記事のための現地訪問など､
粗大ゴミにならず､ 現在に至っています。
入会からひと昔以上も経ち、おかげ様で現在は地域活動にも場が広
がりましたが､ このグループは私にとって大事な息抜きの場でもあり、
取材先でのスナップ

もう少し頑張ってみようと考えています。

特2

