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生涯学習センターでは多くの市民団体が自主的な活動を
しています。その市民団体が日ごろの成果を披露すべく、
先月開催された「生涯学習フェスティバル」に優秀な作品
を出品されました。その中から一部を紹介します。
＊コメントは編集者の私見です。ご了承ください。

パソコンで細やかに

繊細なタッチ

四者四様の魅力

重厚な存在感

版画の温かさ
各作品の団体名（左上から）

ちぎり絵でこの表現力

吸い込まれるような別世界

さつき会／IT いい会／和紙ちぎり絵サークル／陶芸ボランティア／緑香会／リトグループ／三遠会
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自主グループの紹介
さる 9 月 10 日（土）11 日（日）の両日、第 23 回府中市生涯学習フェスティバルが行われました。会場の府
中市生涯学習センターでは、
「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）」などの場で、
多くの自主グループが日頃の学習の成果を発表しました。その中から、3 団体を紹介します。

♣ フラダンス リーリア

♥ ゴスペル ウィスタリアーズ

私たちは、府中市を中心に活動しています。未就園児

「ウィスタリアーズ」

から小・中学生、子育て中のママやご年配の方まで幅広

は、生涯学習センター

く、フラダンスを通して世代を超えて交流ができます。ハワ

で開かれた「初め ての

イアンミュージックに合わせて体を動かし、心身共にリフレ

ゴスペル講座」の後、講

ッシュ！ 動作の一つ一つには意味があり、ハワイの土

師の藤井先生を迎え結

地、花、木、風そして愛などいろいろなことを表現するの

成さ れたグループで 、

はとても楽しく、癒され、ハワイの文化は奥が深く、知れば

毎年サウンドフェスティ

知るほど魅了されます。

バルに参加しています。いつの間にか舞台に立つ快感を覚
レッスンでは笑い

え、今は新たな舞台を目指し練習を重ねているところです。

声 が響 き 、私 たち は

練習は毎週水曜日に、学習センターや各文化センターで

笑顔でいられることに

行います。「自転車に空気を入れる動作で！」「リンゴをかじ

感謝を忘れず練習

る口の形！」と、先生のユニークな例えを交えた発声指導

しています。

に、笑顔の絶えないレッスンです。でも、歌を仕上げていく

是 非 、一 緒 に 踊 っ

時は真剣そのもの。 1 フレーズ 1 フレーズに込められた思

てみませんか。見学・

い、歌詞の深い意味を先生から聞き、一生懸命にハーモ

体験、大歓迎です。

ニーを紡いでいきます。「歌うことを楽しむ」という原点を忘れ
ず、積極的に市のイベントに参加するとともに、他のグルー

活動日：月 3 回 毎週木曜日
時 間：午前/午後
場 所：各文化センター・地域体育館
会 費：3500 円
連絡先

プとのジョイントコンサート、慰問活動などにも取り組んでい
こうと思っています。見学に来られた方がほぼ全員入会する
という和気あいあいのグループです。
皆さんも、一緒に歌いませんか。男性大歓迎・募集中！

北 TEL 090-8417-2672

入会・見学申し込み http://wisterias.wpblog.jp/

♠ 柳川伝承 まり・さげもん研究会
福岡県柳川市では、女の子の成長を願い雛壇と一緒に「さげもん」を飾るのが古くからの風習となっています。
「さげもん」とは柳川まりとお細工物との組み合わせで 100 年以上の歴史を持つ伝統工芸です。お細工物は明治 42 年頃
から東京共立女子大で「琴の爪入れ」として教えられていました。古き良き日本の伝統工芸を残し伝えていきたいとの思い

で生涯学習センターの作品展とワークショップに初めて参加しました。府中でも多くの方々に興味を持って頂けたら嬉
しいです。現在、府中・本郷・渋谷・鎌倉・東京共立女子大で教室をしています。
柳川まりは、1964 年の東京オリンピックの時に全日本推奨
土産品の認定を受けました。私達はこの柳川まりを 2020 年の
東京オリンピックに向けて、海外の方へもわかりやすく日本語で
伝えて行きたいと思っています。
問合せ

古町芽子

TEL 080-1001-4437
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「生涯学習」この人に聞く

その ⑧

地域のコミュニティ・スクールで活躍する

芝 喜久子さん

府中市では平成 26 年度から、学校と地域社会が連携し「心豊かでたくましい子ども」を育てることを目的と
して、市立小中学校の全校にスクール・コミュニティ協議会を設け、
「府中版コミュニティ・スクール」を実施し
ています。現在、府中第十小学校の協議会でコーディネータをされている芝さんにお話をうかがいました。

学校支援で注意されている点は？

スクール・コミュニティ協議会にはどんな人たちが
参加されていますか？

何をやるにも、学校の先生方と十分相談して実施するこ
とが大切だと思っていま
す。また、サマースクールな
どを実施する際は、勉強に
プラスして楽しい催しになる
よう、地域のさまざまな方々
に協力をいただくようにして
います。

目的が地域による学校支援ですので、PTA 会長、
PTA・OB の方、民生委員、保育園、放課後子ども教室、
青少対など、子ども、学校にかかわる方々です。14 名の
構成です。協議会のメンバーも学校支援のため頑張っ
ています。

コーディネータは何をするのですか？
学校と地域を繋げる役割です。先生方の相談にのれ
るよう努力しています。例えば去年は校長先生や担当
の先生の要望を受け、夏休みを利用した３日間のサマ
ースクールを企画しました。夏休みの勉強会です。その
とき子どもたちに勉強を教える人が必要です、その役割
を地域の人と、中学生のボランティアにお願いしました。
中学生も、自分が教える学びと、復習ができて大変良か
ったと言っていました。サマースクール３日目は、手品
大会で楽しみました。 知り合いの手品をやっているグ
ループに頼んで手品パフォーマンスをやってもらったり、
手品を教えてもらったりしました。

この活動のきっかけは？
府 中 に住 み始め た の は
約 50 年前です。PTA 役員
を経験したのが始まりで、民生委員、主任児童委員、文化
センターのコミ協などで地域と関わってきました。その関係
で生涯学習審議会委員を務め、「学び返し」のすすめも提
唱してきました。昨年、委員を退任したのを機に、地域の
活性化につながる「学び返し」の実践をしたいと思い、地
域の活動に参加しています。

芝さんにとっての生涯学習は？
どのように地域の方を学校につなぐのですか？

ながく俳句で遊んでいましたが、指導者の先生が亡くな
り、130 名くらいの仲間と、やめるのは忍び難く、自主グル
ープで存続しています。俳句は、人生の最後まで、ひとり
でもできます。また、仲間のみなさんと一緒に吟行したり、
選句したりするのも楽しみと喜びです。俳句は頭を使い足
も使う私の大切な生涯学習の一つです。
２年前には町会にも入り、さっそく婦人の会「すみれ会」
を立ち上げました。おもな活動は、福祉のサロンです。公
会堂に集まっています。特に家に一人でいる人たちや子
育て中の人たちに呼びかけをしています。地域で人と人の
つながりのお世話をするのもまた私の「学び返し」です。

校長先生は大変意欲的な方で、児童のためにあれも
これもと考えられます。そこで私は人脈を活かします。
以前府中市の人権擁護委員をしていた関係で弁護士
さんの知り合いがいて、６年生にいじめ予防の授業をし
てもらいました。弁護士バッジをつけた現役の方から直
接お話を聞くのは、子供たちにはとても新鮮で、真剣に
受け止めていました。
また算数の学習支援を頼まれたときは、知っている地
域の方々の顔を思い浮かべ、この方は理系かな？など
と想像をめぐらせました。お声を掛け協力をいただいた
方々で、学習支援部を発足しました。

人とのつながりをつくる秘訣は？
どんな展開がありましたか？

同じ場所にとどまらず、外へ出ていけば自然に新しいつ
ながりができ、広がっていきます。また、なにか役割を頼ま
れたら、嫌がらずに活動すると、あとで楽しい良いことがあ
るように思います。時間に多少余裕が出来た人が地域活
動に目を向けてくれると嬉しいですね。

町内会で、電通大学教授を退職されて多少時間に余
裕があり、地域に出て協力してもよいという方を知りまし
た。さっそくお声をかけ、協議会関係の「共育本部学習
支援」に入って授業の学習支援をしていただくことにな
りました。さらに今年のサマースクールでは、電通大の
「科学ミュージアム」を、なんと十小に運んできて子供た
ちに見せてもらうことができました。児童は目を輝かせて
いました。
地域にはさまざまな人材がいて、これらの方を発見し、
学校につないでいくのがコーディネータの役目だと思っ
ています。

インタビューを終えて
芝さんは、人と人とを結ぶコーディネータにピッタリの
方だと思いました。どんなところでも人とつながる
ことができる、よく話を聞きみんなと一緒にいいも
のをつくり出していける天性をお持ちです。今後も
多方面でのご活躍を期待しています。（奥野英城）
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ふちゅう東西南北

地名の由来を尋ねて

府中市

白糸台と車返

府中市の東端に位置する白糸台。意外にも市で一番人口の多い地区だそうだ。調布市に接し、
域内にも染屋不動尊、上染屋八幡宮と「染」の字が入った史跡があるところを見ると、布や糸に
かかわる地名として白糸台と名づけられたのだろうか。その歴史を探ってみた。
白糸台の人口が多い原因の一つに、

白糸台

車返の８つの集落が含まれていた。

古くから大団地があることが挙げられ

昭和 29 年に府中市が生まれ、
多磨村は

によると、おっぽり坂は次ように説明

る。ＵＲ都市機構の車返（くるまがえ

なくなり、昭和 34 年に「町名地番の改

されている。
「この坂名は、大雨の折に

し）団地だ。押立地区にもまたがる広

正」 が行われた折、上染屋、下染屋と

野水の流れによって自然に掘られた大

いエリアに、賃貸、分譲、合わせて 1800

車返が白糸台に再編された。それに伴

堀（おおほり）に由来するといわれま

戸のマンションが立ち並んでいる。

いこれらの集落の名は地図上からは消

す。この坂の道筋は昔からあふれた野

かつては団地の真ん中にスーパーなど

えたが、地元では今なおその呼称が使

水の流路になっていたそうです」と。

があり、買い物客でにぎわっていた。

われている。車返も団地が建設された

車返の由来がおっぽり坂に関わりがあ

昭和 54 年に 2 街区、3 街区の新築とと

ころには広くその名が通っていたため

るというのは少し怪しい。

もに、団塊の世代の家族を多く迎え入

「車返団地」と名付けられたという。

そこで地域の古刹、八幡山広得院本

れ、団塊

ちなみに、白糸台の「白糸」は、古

願寺をおたずねした。お話によると、

ジュニア

くからこのあたりにあった白糸村から

車返は本願寺にある開運薬師に由来す

が通った

取って新行政地区の名に採用されたと

るとのことだ。そのことは、
『武蔵府中

東側の南

いうことだ。

物語（上）
』に詳しい記述がある。

白糸台小

車返の由来

学校（通
称：なんぱく）は、最盛期には１学年
11 クラスの活況を見せたという。運動
会では親は遠くからカメラを構えるし
かなく、我が子を見つけるのに苦労し
たという話だ。
車返団地が大団地の代名詞のような
ときがあったが、今は往時のにぎわい
はない。

文治 5 年（1189）
、源頼朝が奥州征伐

ところで、上染屋、下染屋は、元々
糸を染める染屋があったことからその
名が付いたのだが、
「車返」はなぜ車返
というのだろう。地名の由来をさらに
調べてみた。
『府中の口伝え集』の中に、車返に
触れた話が載っている。 要約すると
「この（車返団地）の近くに“おっぽ
り坂”
というのがある。
そこは急坂で、

なぜ車返団地と名付けられた?

荷車で出かけた人が坂を上りきれなく

この車返団地、住所地は白糸台と押

て車を放り出して行ってしまった。ま

立なのに、なぜ「車返」を冠している

たある人は、
坂を上るのをあきらめて、

のだろう。地区の事情に明るい人に聞

荷車を引き返していった。そこで、坂

いてみた。

を“おっぽり坂”といい、そのあたり

このあたりは、昔、多磨村と呼ばれ
ていた地域で、
その中に人見、
上染屋、
下染屋、常久、押立、小田分、是政、

を“車返”と呼ぶようになった」との
ことだ。
しかし、府中市が設けた地名由来碑

の際、平泉・藤原秀衡の念持仏であっ
た薬師像を中尊寺から鎌倉に遷座せん
として畠山重忠に命じて運ばせた。車
に乗せて曳いてきたところ、このとこ
ろにさしかかったら、車が急に重くな
って進まなくなった。そこで、車を返
してこの地に草堂を営んで薬師如来を
奉安した。
それが本願寺の開運薬師で、
車を返したことから、この地域を車返
と呼ぶようになった。
なるほどと思わせる説である。
多分、
このあたりのことが真相なのだろう。
地名の由来を尋ねてみると、古（いに
しえ）の様子が垣間見え興味深い。
みなさんも、身近な地名を調べてみ
てはいかがでしょう。
（ 記・西谷信昭 ）
参考資料：『府中の口伝え集』市立郷土館：編著
『武蔵府中物語（上）』猿渡盛厚：著

編集後記 府中市生涯学習フェスティバルが、9月10日11日の両

企画・編集 ： 府中市生涯学習ボランティア「悠学の会」

日開催され、好評裏に終わりました。この第57号では、フェステ

共同発行 ： 府中市文化スポーツ部生涯学習スポーツ課

ィバルに参加された自主グループの活動を１・２面で紹介して

府中生涯学習センター共同事業体

います。紙面をカラー化して２回目の編集でしたが、写真での

府中市生涯学習センター

表現方法が広がったと感じます。感想をお寄せください。

TEL：042－336－5700
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