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第 22 回

府中市生涯学習フェスティバルをふり返って
フェスティバル実行委員長

山内 啓司

今年のフェスティバルは、
「みんなでつくろう！ひろがる出
会いと学びの輪」をテーマに、9 月 9 日（水）の「市民作品展」
からスタートしました。前日は激しい雨に見舞われ、出展者
の皆さんの搬入作業は大変でしたが、幸い 11 日には天気も回
復して、12 日（土）
、13 日（日）のメインイベント当日は大
勢の市民の皆さんが来場され、楽しいフェスティバルとなり
ました。
今年は館内装飾も、アトリウムの周囲を若松小学校 4 年生
のペットボトルアート「わたしの仲よしペット」や、バルー
ンアートで飾るなど、例年にない華やかなものでした。
市民発表会

ワークショップ（体験教室）

また、市民の皆さんの日頃の学習成果を発表する「市民作
品展」や「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）
」は、新しい団体の参加もあり、例年
同様に熱気に包まれました。特別講演会は、高野市長のあい
さつに始まり、東京外国語大学の立石学長に「スペインの食
文化～歴史の中の共創」と題して講演いただき、大変好評で
した。 あわせて、毎年 11 月に行われる東京外国語大学の「外
語祭」のプレ企画で、50 名近い学生たちによってスペイン舞
踏などのダンスが披露されたのは、新しい試みでした。
「チャリティーバザー」は、今年も、学習センターで活動
する「陶芸ボランティア」
・
「府中木工の会」・「版画学習グル
ープ」・「サロン・デキャール」の皆さんと松浦みどりさんに
参加いただき、また市民の皆さんの提供による図書（2265 冊）
の販売もさせていただき、売り上げを社会福祉協議会に寄付
いたしました。
その他、実行委員会で企画した「子どもサイエンス」や「鉄
道模型」、「紙コップタワー選手権」などのイベントには沢山
の子どもたちが参加してくれました。これらの成果は、24 名
の実行委員が分担して、企画段階から熱心な共同作業を進め
てきた結果ですが、同時に、今回は、市の生涯学習スポーツ
課や生涯学習センターの職員の果たしてくれた役割が非常に
大きかったと思います。また、当日の運営にご協力いただい
た市民ボランティア、学生ボランティアの皆さんに、深く感
謝いたします。

サウンドフェスティバル

今後への課題も数々ありますが、これからも、実行委員・
行政・指定管理者、それに市民の皆さんとの「協働」をさら
に推し進めて、市民の皆さんに楽しんでもらえるフェスティ
バルにしていきたいと考えています。

＊生涯学習センターＨＰ http://fuchu.shogaigakushu.jp/ のボランティア紹介の項に本紙を掲載しています。
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生涯学習フェスティバルに参加して
生涯学習フェスティバルは、フェスティバル実行委員（24 名）
、当日の運営ボランティア、そし
てさまざまな企画に出演・出展された市民の皆さん、生涯学習センターおよび生涯学習スポーツ課
の職員の皆さん、大勢の「協働」によって、企画・運営されました。以下に、参加者の方々より感
想を寄せていただきました。

実行委員 （イベント担当） 佐藤 法雄
実行委員として２回目のフェスティバルでした。昨年は「集客」ということで、
「どうやったらお客様に来ていただ
けるか」ということを課題に、企画・運営に加わりました。今年は「イベント・グループ」総勢 10 名の一員として、
新目標①「若い女性の取り込み」
、②「講堂の活用」
、③「今日的なテーマへの取り組み」
、④「市内大学・高校との連
携」及び従来から実施してきた企画の新展開に参加しました。
①は「癒しのブース」
、②は「外語大 Dance Festival」
、③は「自転
車講習会」
、④は「外語大学長講演」
・
「外語大ボランティア・サークル
との連携」及び明星学園からの当日ボランティア協力、で各々実現し
ました。私の個人的な評価は、①★★★、②★★★、③★、④★★★
★といったところです。
「自分たちが楽しく企画・運営してゆけば、必ずお客様に楽しい思い
アトリウムの賑わい
をしていただける」と、今回新しく参加してくれた委員の方々や運営
に駆けつけてくれた悠学の会メンバーから準備段階より楽しいアイ
デアや知恵がどんどん出てきて、ワクワク・ドキドキのフェスティバ
ルでした。
最後に生涯学習スポーツ課、生涯学習センターの方々の並々ならぬご
努力に感謝いたします。
鉄道模型の周り

実行委員 （チャリティー・リサイクル図書担当） 稲垣 憲三
・昨年に引き続き２回目のイベントとして「リサイクル図書」を実施いたしました。
昨年の実績
提供 1,160 冊
販売 550 冊
消化率 47.4％
・実施に向け、まずは６月１７日より「チャリティー図書提供のお願い」チラシを生涯学習センター内の４ヶ所に配
布（延べ 400 枚）
、回収 BOX を２台、事務所前左右に設置させていただきました。
・今年は、スタートダッシュのムードがなく、夏休みに入ってから、それも猛暑続きの中、特に母子連れが多く見ら
れ、重い手提げ袋に沢山の図書をお持ちいただき、最終的には、昨年の倍近くの冊数となりました。特にチラシの
文面に「小児向け絵本は大歓迎です」と赤色で強調したせいか、絵本を下記の表のごとく多く提供いただき、結果
ほぼ完売状態となり消化に大いに貢献していただきました。
（小さなお子さんも一緒に回収 BOX に絵本を入れてい
る場面に遭遇し感謝の気持ちで一杯になりました。
今回の実績
総冊数
文庫、単行本 子供向絵本
趣味娯楽等
廃棄、非売
提供受入数
2,265
1,100
650
400
115
販売冊数
－
1,252
500
638
114
残冊数
－
898
600
12
286
消化率
60.4％
45.5％
98.1％
28.6％
－
※カテゴリ別数量実績（提供の総冊数及び絵本残冊以外は概算）

・以上、多くの皆さんから提供いただいた図書が老若男女問わず
多くの皆さんへつなげることができ、多くの方が「今日も読書
されているのだなあ」と喜びに浸りながら、その販売代金が福
祉のために少しでもお役に立てればと思っています。
本当に多くの方々に感謝を申し上げたいと思います
チャリティーバザー
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実行委員 （市民発表会担当） 島村 芳夫
アトリウムでの市民発表会は、ダンス、楽器演奏（ハンドベル、リコーダー）
、奇術、空手などいろいろな分野の市
民自主グループの実演発表の場で、今年は２１団体が参加し、13 日（日）の午前 10 時から午後 4 時半まで開催されま
した。
オープニングはハンドベルの清らかなそして厳
かな心にしみる音色。次いで、今回新しく参加し
たマジックショーは嗜好が変わる時間。
「フラダン
ス」
、
「ドリーム新体操」などは大人に子どもも交
じり、世代を越えた催しという印象を与えてくれ
ました。

ハンドベル
演奏

後半は、観客もさらに増えるなかで、空手の真
剣な眼差しに会場は緊張感がただよいました。そ
のあと、若いグループのダンスで盛り上がり、最
後のフォークダンスには観客も加わり、エンディ
ングを迎えました。出演メンバー、そして観客の
なかに、海外の方の姿も増え交流の輪がさらに広
がっているという感想を抱きました。
空手の演武

「子どもサイエンス」のボランティアをして
あびる

明星大学初等教育研究会「どろんこの会」代表 畔蒜 恭子
「どろんこの会」でお手伝いさせていただくのは、今回が
２回目となりました。子どもサイエンスの皆様が考えてくだ
さったものを、子ども達がどのような様子で取り組んでくれ
るのか、私たち大学生もとても楽しみにしてこの日を迎えま
した。
実際に子ども達と関わりながら、さまざまな科学体験のお
手伝いをすると、子ども達は色々な表情を見せてくれました。
それぞれの科学体験のブースで作る物を不思議そうに見る子
もいれば、すぐに「やりたい！これどうやってやるの？」と
意欲を持って取り組む子、
「ちょっと難しいかなぁ・・・。で
もやってみたいなぁ。
」と少し自信がなさそうな子、作り上げ
た達成感から「やった！」と笑顔になる子など実にさまざま
でした。子どもたちのさまざまな様子から大学生達も「子ど
も達が科学体験を通して科学の不思議さに興味や面白さを感
じることが出来るためには、どのようにすればよいのか」を
それぞれ考えながら子ども達と関わっていたようでした。作
品が出来上がった時の子ども達の満足げな表情から、自然と
大学生達も笑顔になっていました。

子どもたちの科学体験

今回の科学体験を通して、子ども達が「科学の不思議さ・
面白さ」
、
「さまざまな観点から物を見ることの大切さ」
、
「新
たな発見や達成感を得ることの楽しさ」を味わってくれたら
嬉しいなと思います。
子どもサイエンス会場（アトリウム）
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フェスティバルを終えて

生涯学習センター陶芸ボランティア

島田 優子

フェスティバルには、初めて開催された第 1 回当初から、“陶芸体験”のワークショップを開催し、また数年
前からチャリティーバザーに有志が自作の器等を提供し、販売をしてきました。
ワークショップは、以前は 2 回の開催で、参加者に制作と施釉を楽しんでもらっていましたが、現在は制作の
みで、施釉などは全てボランティア・メンバーがおこなっています。出来れば 2 回開催して、絵付けなども経験
してもらいたいと思っています。
簡単に出来る方法として、板作りで飯碗を作るのですが、参加者は皆さん熱心に制作に取り組み、それなりに
工夫して個性を出しています。終了後、これから陶芸を始めたいという方もみえるので、少しは陶芸隆盛に役立
っているのでは？
バザーについては、本当に格安な値段で心のこもった（？）
器を提供していると自負しています。毎年楽しみにして購入し
て下さる方も少なからずいらっしゃるので、これまた私たちの
励みとなっています。
ただ一つ気になったのは、文化センターのバザーの様に利益
が提供者に還元されると思われていないだろうかという点です。
もう少しはっきりと寄付先や趣旨を明記し、大書したものを店
の傍らに置いたらどうでしょうか。
最後に、開催に際し準備、運営をして下さったスタッフの皆
陶芸体験教室
様に感謝します。

初めてフェスティバル実行委員を経験して
実行委員

長竹 哲子

実行委員

本年１月広報ふちゅうの生涯学習フェスティ
バル実行委員の募集、対象は 15 才以上、会議と
当日参加できる方とのお知らせに、昨年４月茨城
から転居したばかりの私は、少しでも府中の事を
知りお役に立ちたいと、軽い考えで申し込んでし
まいました。
３月より始まった実行委員会に出席してみる
と、皆さん素晴らしい経歴の方で、何の経験もな
いまま参加し、場違いで大変申し訳ない思いでし
た。
３月から９月まで会議は一つ一つ丁寧に討議
され、一人一人の意見に最後まで耳を傾け、その
上で意見を申し上げている姿勢に、なんて温かく
て素敵な皆さんなんだろうと感動致しました。
9/12、13 当日までの準備の流れも、適切な役
割分担と団結で、スムーズに見事に準備が整って
いると思いました。
当日は自身の役割の部署しかわかりませんが、
出演・出品された市民の皆様と当日来館された皆
様が一体となり大盛況大成功でした。
反省としては、もっと自身の学習センターでの
ボランティア等の積み重ねが必要なのではと思
いました。
要望としては、実行委員の対象を幅広く募集し
たいのであれば「広報ふちゅう」での募集の呼び
かけの内容をもう少し具体例を上げて呼びかけ
たらよいのではと思いました。
当日は皆さんにお世話になりありがとうござ
いました。

西谷 信弘

フェスティバルの当日、そこには発表する人の
真剣な姿と集う人々の笑顔。そして、忙しく立ち
働きながらそれを見守る赤いスタッフベストの
実行委員――その一員として、いいなあ、すごい
なあと感じている私がいました。
府中に越してきて 10 年。そろそろ地域のお役
に立つことがしたいと思って実行委員に応募し
たものの、3 月の初会合では驚くことばかり。昨
年銅版画のワークショップに参加するなど、フェ
スティバルには関心を持っていましたが、参加団
体の数、実施されるイベント等々、こんなに大規
模に行われているなんて思いの外でした。
「少しでも戦力になりたい」。意気込んでイベ
ント担当のグループで活動を始めましたが、先輩
委員が、昨年以上のフェスティバルにしようと対
外への根回し、企画の段取りなど次々にすすめて
いかれる中、私なりにアイディアを出すものの、
充分な働きには至りません。それでも開催 1 週間
前から会場準備や飾り付けなどに加わり、やっと
少しは戦力になれたなと思えたのです。
そして当日を迎えます。赤いベストの威力は抜
群（？）で、色々と声がかかります。場所の案内、
出展者への対応など、お役に立てているんだなと
実感できた 2 日間でした。
思い切って手を挙げ、実行委員をやらせてもら
ってよかった！ より府中が好きになりました。
反省もいっぱいありますが、できれば来年もやら
せてもらおうと思っています。
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「生涯学習」この人に聞く

その⑤

こども手作り絵本教室

孫田

純子さん

今回は、夏休み中のこども(小学生)向け手作り絵本教室の講師をされている孫田純子さん
をご紹介します。今年は押立・中央・新町・是政の四か所の文化センターで、教室が開催さ
れています。そこで押立文化センターを訪ね、お話をうかがいました。
Ｑ この手作り絵本教室はどの様なことで始めたの
ですか

絵本教室

きっかけは、約 30 年前、紅葉丘文化センターで手
作り絵本のサークルのあることを知り、メンバーに加
わったことです。
絵本作家のとしまさひろ先生、高木あきこ先生から
ご指導を受け、20 年間サークル活動を続けました。
現在サークルはありませんが、地域の子ども会の会長
をしていたときに、是政文化センターの職員と知り合
い、親子の工作指導を依頼され、やがて絵本教室も始
まりました。
Ｑ

子どもたちの手作り絵本

他にはどんな活動をしていますか

私は、私の子どもが小さいときから粘土人形を習い
始め、講師の資格がありますので、文化センターで粘
土教室もしています。 普段は文化センターで、児童
館の指導員として活動し、その他に三か所の保育園で
工作指導のボランティアをしています。
また、自分自身の勉強のために、パステル画、フラ
ワーアレンジメントを習っています。

Ｑ

Ｑ 今後の生涯学習にかかわる思いがあればお聞か
せください

手作り絵本を教える楽しさとは

お父さんお母さんにこの手作り絵本を作っていた
だきたいと思います。かつて私自身、わが子のため、
そして自分の喜びのために作った絵本が、今では一生
の宝物となっています。
わが子が生まれた時の感動や、難しい年ごろになっ
たときのわが子への想いを遺してあげれば、やがてそ
の子が大人になったとききっと感激してくれるはず
です。
今回の絵本教室に参加した子どもたちが、お父さん
お母さんになって自分の子どもに絵本を読んであげ
て欲しいなと思います。

絵本作りは、白い画用紙に子どもがおはなしや絵を
かき、それを製本し、表紙を作るという手順です。世
界でたった一冊の絵本ができあがります。 一年生の
ときから毎年来て作り上げた絵本が 6 冊になる子も
いて、どんどん工夫し、楽しい素敵な絵本ができます。
はじめから難しいことは言わず思い通りに書かせて
います。
製本して表紙カバーをかけ、何もない状態から作り
上げるよろこび、完成体験をさせてあげるのはとても
楽しみです。

取材後記
読者の皆さんへ：
このシリーズでは、府中市
で生涯学習の分野で活動され
ている方々をご紹介していま
す。
ご存じの方がおりましたら
編集部までご連絡ください。

当日の絵本教室には、10 名募集のところ倍の 20 名の応募があり、急
きょ全員を受け入れるために広い場所に会場を移して行われました。小
学一年生から五年生までの子どもと、お母さんが 4，5 名付き添われ、賑
やかで楽しく、創作的な手作り絵本に熱が入っていました。
孫田さんが、今後も、手作り絵本教室の楽しさ、作品作りの楽しさ、
そして孫田さんの想いを、子どもたちにも、ご両親にむけても、伝えて
いけるよう、ますますのご活躍を期待します。
（渡邉繁雄）

渡邊
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「新府中街道」をたどる

ふちゅう東西南北

～

中河原駅から武蔵台まで

～

甲州街道と鎌倉街道が交る本宿交番前交差点に、今 くぐって移動するのは、西府駅の自転車用地下階段通
年 3 月、
“新府中街道”の標識が登場したのにお気づ 路を渡らなければならず、容易ではありません。
きですか？
甲州街道を過ぎ東八道路との交差点までは、また平
“新府中街道”は、 坦で、約 1km 続く両側の桜並木は、春は見事な花見
東京都が多摩地域の スポットです。植栽されて約 15 年、まだ樹木は青年
JR 中央線
最優先課題として建 期、今が一番の見頃かも知れません。両側には大型の
国分寺崖線 設 中 の 多 摩 南 北 道 量販店、郊外型の店舗が並び、ところどころの隙間に
路 ３ 号 線 （ 府 中 所 は、畑（栗や梨園、野菜園）の痕跡がわずかに残って
武蔵台
東八道路
沢・鎌倉街道線）の います。いずれ住宅地に変わる運命なのでしょう。
北山町
一部なのです。この
東八道路を過ぎると、しばらくは平坦で、
“ハナミズ
府
幹線道路は、町田市 キ”の街路樹があります。国分寺崖線（標高差約 12m）
新
中
府
街
を起点とし、関戸橋 にかかると坂道で、
“ケヤキ”並木の間を自転車を押し
道
中
で多摩川を渡ってま
てゆっくりと登ります。登りきると、根岸病院や多摩
街
っすぐ北に進み、東 総合医療センターのある武蔵台に出ます。道路東側の
道 甲州街道
府中崖線
村山市の新青梅街道 武蔵台公園には鬱蒼と繁る武蔵野の樹林がよく残され
西府
まで伸びる計画です。 ています。真夏でもひんやりと冷気を感じる癒しスポ
分倍河原
車道幅員は 15ｍ以 ットで、文化センターやテニスコートなどが整備され、
上、片側 2 車線、中 市民のさまざまな活動の場となっています。
中央自動車道
央分離帯があり、両
また道路西側の坂道には、
「白明坂（しらみざか）
」
中河原
側には 10ｍ幅の歩 の由来碑があります。元弘 3 年（1333 年）に新田義
鎌
道と植栽帯が設けら 貞が幕府方を分倍河原に攻め込もうとしてこの坂まで
倉
街
れます、鉄道とはす 疾駆し、ここで夜が明けてしまったことに由来します。
多摩川
道
べて立体交差します。 この碑の近辺は住宅街になっていて、在りし日の鎌倉
地図は資料 1 より抜粋
“新府中街道”の名 街道を偲ぶことはできませんが、国分寺崖線を横切る
前は都の「通称道路名検討委員会」で決められ、京王線 古鎌倉街道の姿は、黒鐘公園（国分寺市）の JR 武蔵
中河原駅から小平市小川町の区間をいいます。現在、武 野線西側の“切通し”によく残されています。
蔵台まで開通し、国分寺市区間は平成 28 年 3 月の完成
を目指して工事が進んでいます。
“新府中街道”は、広域都市多摩のど真ん中を南北に
縦断する、文字通り大通り（Avenue）です。その中心
に多摩の中核都市・府中があります。府中市の地形は、
南縁の多摩川から北端の武蔵野台地まで、三つの河岸
ケヤキ並木（武蔵台）
桜並木（本宿町）
段丘面（中河原周辺の沖積低地、甲州街道のある立川
段丘、北の武蔵野段丘）で構成されています。この道 “新府中街道”約 3km の沿道には、分倍河原古戦場
路は、段丘面を次々に通過していくので、府中市の地 跡の碑や熊野神社古墳、武蔵台遺跡（旧石器時代の住
理や自然環境を学び、周辺の歴史を知る大変興味ある 居跡）など見どころがたくさんあり、歩道・自転車道
道路でもあります。
も広いので、秋のウォーキングやサイクリング・コー
夏のある日、多摩川から武蔵台まで自転車でたどり スにおすすめです。
（記・奥野英城）
ました。
自動車だと、
標高差をあまり実感しませんが、
参考資料１：府中市 HP
自転車では二つの崖線坂（府中崖線、国分寺崖線）を
「府中市都市計画に関する基本的な方針」
上るのにたいへん苦労します。
参考資料 2：東京都建設局 HP
中河原駅から北へ進んで、中央自動車道の高架を過
ぎるまでは平坦で、サイクリングは快適、側道の街路
企 画 ・ 編 集：府中市生涯学習ボランティア「悠学の会 」
樹は“トウカエデ”です。今は市街地ですが、昔は多
共 同 発 行：府中市文化スポーツ部生涯学習スポーツ 課
摩川まで水田地帯が広がっていました。本宿町で、標
ふちゅう生涯学習センター共同事業体
高差６～７ｍの府中崖線に突き当たります。崖線には
〒183－0001
府中市浅間町 1－7
たくさんの緑が残り、JR 南武線が走っています。道
府中市生涯学習センター TEL：042－336－5700
路は、崖線をトンネルでくぐり、坂を上って立川段丘
http://fuchu.shogaigakushu.jp/
面に出ます。左手側道には自転車道がなく、南武線を
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