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生涯学習センターのパソコン講座紹介
パソコン、ノートパソコンをやりたい、今からでも遅くありません！
府中市生涯学習センターでは、さまざまなパソコン講座をご用意し、みなさまの受講をお待ちしています。
まずはパソコンのなんでも相談ができる「パソコンふれあい広場(無料相談)」が、悠学の会パソコングループによ
り毎月開催されています。ノートパソコンはあるけれど操作がいまいち判らない、また会社にいたころは操作してい
たが、新しく最新機種や格安なパソコンを購入して、生活に役立てたいなどの要望にお応えするため、ぜひ気軽にお
立ち寄りください。
その一方パソコンの使い方を系統的に学んで活用したい、ステップアップしたい方には、各種のパソコン講座の受
講（有料）がおすすめです。講座は年間を通して行われ、内容も多彩です。Word、Excel、インターネットの技能習
得（実用系）の講座、水彩画、デジカメ撮影、編集、年賀状作成、旅行プランつくり(趣味系)の講座など幅広く開か
れています。入門講座から応用講座など学びたいレベルで選べます。
（講座予定は次ページ参照）
講座は専任講師、アシスタント講師が皆様のお世話をいたします。おおよそ５～８名にひとりのアシスタント講師
がついて判らないことはすぐに質問を受け、直接かつ親切にサポートします。疑問点や、家ではすぐにはできずに悩
んでいることを、その場で解決することも可能です。
講座は毎回ほぼ 3 時間で、少し長いかなと感じられますが、じっくりと上達するよう丁寧に進めますので、終わっ
てみるとまだ物足りないかなと思うくらいかもしれません。悠学の会パソコングループ、府中市シルバー人材センタ
ーの経験豊富な講師陣が皆様のパソコン学習のお世話をいたします。
（学習センター担当 佐藤）

受講すると、こんなことができるようになります！
●作品を作る
世界で一つの年賀状、カード、ラベル、シー
ル、名刺、招待状、アルバム、旅行記、絵画、
マイうちわ、カレンダー などの作品作り
●アプリを使う
インターネットによる仲間との情報交換、病
院など知りたい情報を検索、目的地への行き
方 、 疑 似 旅 行 、 ス カ イ プ (TV 電 話 ) 、
Facebook、Twitter、Word、Excel、Power
Point などの活用

年賀状や
シール作品

デジタル写真作品展

●デジカメで撮影し写真を加工する
写真を編集・加工し作品として掲示・発表

インターネットでの
情報交換(旅行記)

●パソコンを知る・学ぶ
子供・年配者のパソコン教育
今までやってきたパソコン基礎の徹底復習

パソコン学習

＊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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生涯学習センター

平成 28 年度パソコン講座ラインナップ

平成 28 年度のパソコン講座は、Word、Excel、インターネット、デジカメ写真撮影・活用など同じジャンル・テ
ーマの講座で開催期ごと（コースごと）に内容がステップアップします。継続して受講することで、よりパソコンの
使い方が上手くなり理解が深まります。もちろん１講座で内容は完結しますので、どの開催期のどの講座から受講し
ても OK。生涯学習センターのパソコン講座を活用して、知りたい技術をマスター、上達しましょう！
■平成 28 年度第 1 期（４～６月）今後の予定（日程・受講料詳細は館内掲示物・折り込みチラシ参照）
講座（テーマ）名

第 1 期（４月～６月）

今後の予定

初めてのパソコン

・Part1 入門・パソコンの基本
４～５月／木曜午前／全４回

楽しく学ぶ実践 Word

・Part1 基礎から入門編
４～５月／木曜午後／全４回

楽しく学ぶ実践 Excel

・Part1 基礎から入門編
５月／集中午前／全４回

じっくり学ぶ
インターネット

・Part1 Google 検索・Google Map 他
５月／集中午後／全４回

ムービー作成講座
～写真・動画編集

・Part1 フォトギャラリーで写真編集
６月／集中午前／全４回

Word ステップアップ
（土曜クラス）
Excel ステップアップ
（土曜クラス）
プレゼンテーションを
学ぼう！ PowerPoint
デジカメ撮影・活用講座

・①入門編
４～６月／土曜午前／全６回
・①入門編
４～６月／土曜午後／全６回
・Part1 基礎編
５～６月／日曜午前／全４回
・春爛漫を撮る デジカメ／スマホで撮影から印刷まで
５月／集中午後／全５回／野外撮影は午前

その他の講座

・パソコンの基礎を学びなおしてステップアップ ６月／木曜午前／全４回
・ipad タブレット入門 ６月／集中午後／全４回
・パソコン水彩画講座「水彩８」使用 ４～８月／隔週水曜午前／全 10 回
今後は「Skype 入門」
「パソコン年賀状作成講座」
「マイカレンダーをつくろう」
「大人のための Word でお絵かき」などを
予定、詳細は第２期以降に。

「パソコンふれあい広場」 毎月開催へ

第 2 期：文字入力
第 3 期：Word の基本
第 4 期：インターネット＆メール
第 2 期：チャレンジ編
第 3 期：ドリルを使って習熟編
第 4 期：Word の便利技
第 2 期：チャレンジ編
第 3 期：Excel の便利技
第 4 期：ドリルを使って習熟編
第 2 期：YouTube、Google ドライブ
第 3 期：Facebook 入門編
第 4 期：Facebook 活用編
第 2 期：フォトムービー作成
第 3 期：動画を使った自作ムービー
第 4 期：動画の活用・YouTube ほか
第 2 期：基礎編
第 3 期：応用編
第 2 期：基礎編
第 3 期：応用編
第 2 期：ビジネス活用編
第 2 期：デジカメ写真で楽しい作品作り
第 3 期：デジタル一眼レフカメラ撮影講座
Photoshop Elements 使い方入門

悠学の会パソコングループ

●パソコンに関する何でも相談の場です。ご一緒に、日頃のお悩みを解決しましょう
◎パソコン/スマホ/デジカメなどの分からないこと、困っていることなどを相談・解決できます。
例えば、
皆さん、来て良かった、とおっしゃいます。
・スマホ/デジカメの写真をパソコンに取り込みたい
お気軽に、何回でも、お越しください。
・Windows10 への更新の方法、問題は？
・Ｗord で招待状、Excel で住所録、地図などを作りたい
・エラーが出て動かない
・どうやって使うの？
◎講座で習ったことを復習したり質問できます
◎必要ならご自分のパソコンを持ち込んで相談できます

●開催要領……月１回、２Ｆパソコン室にて、無料
◎（奇数月）第２日曜日 10 時～16 時（昼休み無し）
（偶数月）第２土曜日 同上（受付は１５時３０分まで）
◎事前申込不要（直接会場にお越しください）
、出入自由
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「生涯学習」この人に聞く その ⑥

地域の自然環境を守り続けたい

「Ｔｅａｍ 雑田堀」副会長 中沢 身知子さん

矢崎小学校の近くで、郷土の森公園とサントリービール工場の間あたりに、雑田堀（ぞうだぼり）と呼ばれる水路がある。
『府中市ウォーキングマップ』では、「古戦場と学びの道」コースの中に「雑田堀親水路」として紹介され、訪れることを勧め
ている。 昨年この雑田堀にビオトープ（親水公園）が整備されたが、その 10 年以上前から、清掃ボランティアを通して雑田
堀を守る活動に取り組んでこられた中沢身知子さんに、その思いを聞いた。インタビュー当日には、小学生のころ雑田堀の
清掃をしていたという高野舞さんも同席してくれた。

Ｑ．雑田堀を守る活動を始められたきっかけは？
雑田堀は、江戸の昔から使われてきた農業用水「府中
用水」の支流で、大部分が蓋をされたり暗渠になるなか、
私たちが活動しているところは蓋もなく、子供たちが自
然に触れ合いながら水遊びのできる“希少な場所”です。
10 数年前、私の息子もそこで遊んでいたのですが、
行ってみると、水路の中にガラス片が落ちていたり大き
なごみが捨てられている、岸辺に雑草が生い茂るなど、
決して子供たちを遊ばせるのにいい環境とは言えない
状態でした。でも、危険だから蓋をするのではなく、整
備して守っていきたいと考えて、矢崎小学校ＰＴＡの役
員や元役員と一緒に「雑田堀用水に親しむ会」を作って、
少しずつ掃除を始めたのです。ありがたいことに、この
活動に矢崎小学校の校長先生が賛同してくださって、児
童や教職員の方も参加する清掃活動としてボランティ
アの輪が徐々に広がっていきました。
それと合わせて、当時ＰＴＡでご縁のあった高野茂久
さん（現・
「Team 雑田堀」会長）を中心に、
「子供たち
が自然を学ぶ場として雑田堀を整備して残して欲しい」
という内容の請願書を作り、平成 15 年、多くの人たち
の署名と共に府中市市議会に出しました。この請願は、
幸いにも取り上げてもらうことができて、徐々に整備が
すすみ、昨年「雑田堀親水公園」として完成しました。
今も毎月第 2 土曜日に 30～40 人で親水公園と近くの
流域の清掃活動をしていますが、一時いなくなっていた
メダカなどの小魚も戻り、アメリカザリガニも増えてき
ました。周辺がきれいになったことで、子供たちの通学
道路にもなりました。

子供たちの清掃活動

日日草が植えられた
最近の雑田堀

Ｑ．10 年の間には苦労もあったのでは？
正直、苦労を感じたことはありませんでした。確かに
少しマンネリ感が出て、子供たちの参加者が減った時も
ありました。子供たちは清掃の大きな戦力ですから、減
るとやっぱりこたえます。でも、みんなで知恵を出して、
活動に参加するとポイントがたまるカードの発行や、清
掃の後に読み聞かせの青空教室や自然と触れ合うイベ
ントをするなど工夫を重ねて乗り越えたんです。夏には
スイカをおやつとして出したこともありました。
そのうち、清掃の後に小学校でパソコン教室をやって
くれる人が現れるなど、周りの人たちが積極的に協力し
てくれるようになったのもありがたかったです。
これからも私たちの活動が発展的に続いていくよう、
昨年 5 月、新しく「Team 雑田堀」を立ち上げ活動する
ようになりました。これは、矢崎小学校児童・ＰＴＡ、
流域農業者、地域住民、地元企業などを構成員とした組
織で、みんなで協力して雑田堀流域一帯の自然環境・生
態系を維持・発展させるのが目的です。
最近、こうした継続的な取り組みが注目されることも
多くなってきました。地域や地元企業、行政とも効果的
に協働できるようになって、ありがたいことです。

Ｑ．10 年以上清掃活動が続けられた秘訣は？
そうですね、私自身のことでいえば、子供たちの喜ん
で遊ぶ姿を見るのが好きだということでしょうか。
今日も一緒に来てくれた高野舞さんは、今高校生です
が、小学校のとき雑田堀で清掃体験したことで農業に興
味を覚えたそうで、環境と農業を学ぶため農学系の大学
を目指しています。本当にうれしいですね。
それに、大きくなってからも清掃に参加してくれる子
供も多くいます。地域の方も「ご苦労様」と声をかけて
くれ、子供たちも挨拶するようになりました。
いつの間にかＰＴＡや地域の仲間も増えていきまし
た。こうした人的ネットワークが広がっていくのも、長
く続けられている一因だと思います。
組織の運営として考えてみると、私たちのところでは
“無理に出なくても、出られる人が出られる時に出れば
いい”としてきたことがよかったのかもしれませんね。
よく、参加することが義務みたいになって、初めの勢い
がなくなってしまったり止めてしまったりする活動の
例も聞きますから。

Ｑ．ボランティア活動を続けてきて感じたことは？
何もわからずに始めたことが、市の整備事業につなが
り、さらに組織ができ、企業や行政にも支援していただ
けるまでに育ちました。ボランティア活動・地域活動は、
私にできたのですから、どなたにでもできるのではない
でしょうか。周りの身近なことに目を止めて少しの勇気
で始めてみると、何かが変わるかもしれませんよ。
動いてみることで学ぶこと、知ることがいっぱい出て
きます。仲間も増え、ワイワイやりながらいつまでも発
見や学びがあるのは、本当に楽しいことだと思います。
取材後記 「熱意は磁石」といわれますが、パワフルで
明るい中沢さんのお話には人を引き込む力が感じられ
ます。周りの人がぜひ応援したいと思うのも頷けますね。
「Team 雑田堀」はボランティア活動の進め方・育て方
の参考になる好例だと思いました。 （記：西谷信昭）
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地名に残る井田是政

府中市内ではよく知られた話ですが、
「是政」という
地名はこの地を拓いた人の名からとられたとのことで
す。また是政にある是政八幡神社との関わりはどのよう
な由来があるのか。その歴史について調べてみました。

是政を拓いた人とは
是政を拓いたといわれるのは井田摂津守是政、戦国時
代の武将・北条氏照の家臣でした。氏照は小田原北条氏
三代目・氏康の三男で、小田原防衛の要衝として八王子
城を築城し本拠としました。 天正十八年（1590）豊臣
秀吉の小田原攻めで小田原城が落城、氏照の八王子城も
前田利家・上杉景勝らに攻められ落城すると井田是政は
府中に落ち延びて来てこの地を拓いたといわれています。
井田氏は鎌倉時代以前から、もともとこの地に居た土
豪でした。北条氏が入間郡・多摩郡を中心とする武蔵国
西部の広範な地域を統治すると、領国内の総動員体制で
周辺の土豪もすべて家臣とし、井田是政も家臣に属する
とされました。
井田家の墓は東京競馬場内にありますが、
先年その墓から 33 枚の板碑が出土しました。
その板碑に
は元弘三年（1333）と記されたものがあり、井田氏が鎌
倉・室町時代から存在するといわれるのにも合理性があ
ります。板碑は郷土の森博物館に保存されています。

是政八幡神社

郷土カルタの標識

是政八幡神社は
「是政」は競馬場の東部から南部にかけて、多摩川沿
いに広がる地域です。是政八幡神社はそのほぼ中央部に
あります。境内の入口左側には、府中名木百選にも選ば
れた樹高15㍍、
幹回り5㍍のケヤキの巨木が聳えており、
その太さは時代を感じさせるには十分な威容を誇ってい
ます。 鳥居の右手には『武蔵府中郷土かるた』 に「（ち）
地名に残る井田是政」と詠まれた標識があります。この
神社と是政とはどのような関わりがあるのか、またこの
八幡神社は誰を祀りいつごろから鎮座していたのか、ど
のように維持管理されているのか、確かめたく神社を訪
ねてみました。
神社の境内に社務所と公会堂を兼ねた建物はあるもの
の、宮司さんは常駐されていません。そこで奉賛会の
役員さんに伺ったところによりますと
４

～ 是政八幡神社を訪ねて ～

「祭神は誉田別命（ほんだわけのみこと）（応神天皇）。是
政の鎮守、是政八幡神社という。縁起には、北条氏照
の家臣・高橋孫三郎が八王子城で戦死後、その子が母
と共に是政に逃れ、長じて高橋兵部丞吉次となり、家
の武運を祈るため京都の石清水八幡宮を勧請した」と
あります。
つまり八王子城から落ち延びた井田是政と高橋孫
三郎の子孫が「是政」に居を定め、一方はこの地を
切り拓き名主となり、一方の子孫は武運を祈るために
神社を建立したということになります。
また境内の由来碑に「天正十八年高橋兵部丞吉次、
石清水八幡宮の分霊を迎え勧請した神社といわれ、
天明の多摩川洪水により社地流失し、現地に遷座鎭祭
したと伝う」とありますので、元々の神社はこの地で
はありませんでした。天明年間は多摩川の大洪水や
氾濫が多く、川の近辺は危険であったため現在の地に
移されたのです。天明三年（1783）九月に記された大
丸村と是政村の村境争いの『判決地図』という古文書
には、現在よりもっと西南の川欠の場所に「鎮守八幡
宮社跡」との記録がありますので、当初はもっと西南
（現在の郷土の森公園付近）
にあったと考えられます。
井田氏と高橋氏、同時代の人が「是政」において後世
に残る事業を成し遂げ、当時の思いが今に至るも脈々
と受け継がれているとは素晴らしいことです。
奉賛会の役員さんには、村の鎮守としての八幡神社
の現状を伺いました。
「永年にわたり崇敬されてきた
八幡様は、先祖代々氏子の家々が守ってきたが、世代
が代わると神社との関わりが希薄になり、維持・管理
が困難になってきましたので、有志が奉賛会を立ち上
げ現在約 500 名の会員で維持しています。町会からも
協力してもらい、例大祭を初めとする主要な年中行事
に懸命な活動を続けています。今年の初詣には、約 700
名もの方がお参りされました。奉賛会を初め、是政青
年会・是政太鼓保存会・是政囃子連などの活動で、
「是
政」は八幡神社を中心に盛り上がり、この周辺のどこ
の地域にも劣らぬと自負しています。
」
とのことでした。
（記・小林清次郎）
参考文献：
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