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誰でも使える

気軽に・便利に

生涯学習センターの 体育施設を 使おう！
トレーニング室

で

ジムトレ!

トレーニング室は、ジムトレが気軽にできる施設です。 市内の方なら 200 円で３時間
利用できます。 エアロバイク（10 台）、 ランニングマシン（８台）、 筋力トレーニング機器
（14 台）など各種の最新設備が揃っています。
また、トレーニング用具を使った「ショートレッスン」（15 分・参加自由・無料）が毎日行
われています。 ストレッチや筋力アップのポイント・用具の使い方など、楽しく学ぶことが
できます。 さらに、有料で少人数制の「グループレッスン」、１対１の「パーソナルストレッ
チ」を受けることもできます。一度見学してみてはいかがですか。

体育室

で

スポーツを楽しむ！

正規のバスケットコートがとれる広さの体育室は、生涯学習センター登録団体の予約
利用のほか、土日を中心に、一般利用にも開放されています。一般開放の時は体育室
を２つに分け、卓球、バトミントン、バスケットボール、ラリーテニス、フットサルなど、各日
指定された２種のスポーツを自由に楽しめます。利用料は、市内の人は 150 円。用具も
無料で借りることができますので、ちょっと立ち寄ってやってみませんか。開放日と実施
種目は、体育受付（Tel 042-336-5701）でお尋ねください。

スポーツ系講座 が 充実！
１年を４期に分け、３カ月全 10 回（各回１時間）のスポーツ講座を開催しています。
フィットネスラボでは、ヨガ、フラダンス、骨盤矯正、など 45 講座、プールでは、アクアビク
スや泳ぎ方の講習など 30 講座が行われています。定員に達していない講座は、体験参
加や途中からの受講もできます。 どのような講座があるか、詳細はホームページをご覧
ください。 http://fuchu.shogaigakushu.jp/
生涯学習センターは、
学びの総合施設。
で
子どもから大人まで、
個人でも団体でも、
生涯学習センターのプールは“温水”。 小学生以上
気軽に利用できます。
が使える 25ｍプール、幼児用の 12ｍプールがあります。

プール

健康づくり！

市民なら 2 時間で大人 400 円、高校生 250 円、子ども 150
円で利用できます。ゆったり泳いで健康アップしましょう。
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体育施設：9:00～21:30

生涯学習センターを中心に“スポーツ”で活動する

自主グループの紹介
生涯学習センターの体育室を中心に活動しているスポーツサークルはたくさんあります。
ここでは、シニアが頑張るふたつの自主グループをご紹介します。

ミラクル・ダンディーズ
私たちのグループは男性シニア向け健
康体操サークルで、平成 19 年 10 月の発
足以来、先生の指導のもと 会員 18 名が
10 年間にわたり活動しています。 会員の
平均年齢は 70 歳とやや（？）高齢です

が、健康を維持し、元気に年を重ねられ
るよう（ミラクル・ダンディボーイでありたい
と）体力づくりに励んでいます。サークル
活動のメニューは、軽快な音楽のリズムに合わせての有酸素

ようです。少しでも私どものサークルに興味があり

運動（健康体操、エアロビクス）とマットを使ったストレッチを

ましたら、見学、体験学習もできますので、活動

主として行っています。

日に足を運んでみてください。

無理をしない、できる範囲で、自分のペースで楽しく運動

をしていますが、仲間がいるから頑張れると、皆さん張り切っ
て参加されています。ストレス発散、汗たっぷり！無理なく自

活動場所： 生涯学習センター体育室

分のペースで動く有酸素運動とストレッチ。一人だと続かな

活動日： 毎週水曜日 ９時 30 分から約２時間

いけど皆と一緒だと楽しく運動が続けられ、活動が終わった
ときはいい汗をかいて体も心もスッキリです。また、お花見・

指導者： 小黒淳子先生（健康運動指導士）

暑気払い・忘年会等の年６回の飲み会、サークル活動の合

【連絡先】 伊藤武彦

042-361-0305

間の雑談、カラオケ等での交流も会員の活力にもなっている

けやき太極拳の会

（代表：小宮幸子）

太極拳を愛好する 13 名が、主に生涯学習センターで練
習しています。現在練習しているのは、２４式太極拳と４８式
太極拳です。太極拳は上半身の力を抜くこと、言い換えれ
ばリラックスすることが重要です。
しかし下半身はいつもしっかり力を入れて身体を支えて
います。また、常に左右どちらかの足に体重がより多くかか
る動作が多く、日常では両足で支えている体重を片足で支
えなければなりません。
また、別の太極拳の特徴的な動作としては左右の手足を
それぞれ別々に動かすといった動作もあります。これらの動
作をゆっくりした動きの中で行うことで自然に足腰が鍛えら
れる、脳神経に良い刺激を与える等々、科学的にも証明さ
れていると聞いています。実に、良いこと尽くめの太極拳、
中高年の方々が始めるには最適のスポーツです。
我々メンバーの平均年齢は 60 才台後半です。 どなたでも
始められます。やればやるほど課題が見つかり、飽きることが
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ありません。生涯の趣味になるのではないでしょ
うか。見学も大歓迎です！
活動場所： 生涯学習センター
および中央文化センター
活動日： 月３回、火曜日 10 時から 11 時 30 分
【連絡先】長谷川 080-9581‐0203

生涯学習 この人に聞く

その

⑫

自宅を「学びのサロン」として開放している
横尾正和・美知子さんご夫妻（若松町）
平成 21 年に府中へ越してきてすぐ「NPO 法人学びのサロン」を立上げ、
「杖道」
・
「詩吟」
・
「笑いヨガ」
・
「脳活性化ゲーム」
・
「筆ペン習字」など、次から次に新しい講座を開き活動を
されている横尾さんご夫妻。その活動の源がどこにあるかなど、若松町のサロン
を訪ねていろいろお聞きしてきました。

その他、詩吟・笑いヨ
ガなどはどのように
して、たちあげを？

この NPO 法人を立上げたきっかけは何ですか？
もともと二人は、青梅市に住んでいました。その当時
から家内は市役所に勤務し、学童クラブの指導員などの
仕事に携わり、また私は、公務員の傍ら、趣味として杖
道を楽しんでいました。家内は定年退職をしたのを機に
余生は府中市に住んで、いろいろなボランティア活動を
したいとの強い希望がありました。
そこで、私も、越すのであれば ①杖道が出来る道場
②大画面で映画が見られるスペース ③カラオケなど音楽
が楽しめるスペースが欲しいと考え、9 年前に府中市に転
居し、自宅地下に多目的ホールを拵えました。
私はまだ、公務員としての仕事がありましたが、家内は
新しい土地で、希望を実現するため、市の講座や催しに積
極的に参加して、勉強と資格取得に努めていました。
そこで、最初に二人で始めたのが「フリーマーケット」
でした。まずこの家を開放して、皆さんにこの場所を知っ
てもらう事が大事との思いからスタートしました。

「詩吟」の講座は、
学習センターのファ
シリティー養成講座
を受けたのがきっかけで、詩吟の経験者小林清次郎さん
と知り合い、以後小林さんに先生をお願いしています。
また「笑いヨガ」は、家内とふたりで、リーダー研修会
に参加したのが始まりでした。
リーダーの資格は取ったも
のの、会員を集めるのが大変で、最初は二人だけで、府中
の森公園で始めました。変人とおもわれてはと、のぼり旗
を作り、公園に立ててやっていました。その後、研修を一
緒に受けた仲間も加わり、
少しずつ人が集まるようになり
ました。 現在は日野や三鷹、小金井からも通ってこられ
ます。
これだけいろいろと活動されていると、ずいぶんご苦労
もあったのでは？
それが、ほとんど苦労らしい苦労はなかったんです。
ラッキーな事に次から次に新しい人との出会いがあり、
一度も、もう止めようと思ったことがありません。それ
どころか、朝日新聞 社の「自分史動画を作ろう」
（URL
http://bit.ly/2obyaBC）の企画に応募したのがきっかけ
で、家内は俳句・短歌にも手を出し始め、応募作品が各
新聞社で採用されたりと、次々と彼女の心に新しい「火」
がついたようです。
これからのお二人の夢は？
これからは、今やっている事をさらに充実させること
と、大切な健康寿命を延ばすためにも出来れば「笑いヨ
ガ」と認知症予防のための「脳活性化ゲーム」に、力を
入れていきたいと思っています。

地下ホールで 地域の人たちとの交流

ご主人の「杖道」の方は？
それまでは、
国分寺市にある杖道会に所属していました
が、せっかく地下に道場ができたので、国分寺道場の支部
としてスタートしました。
その後お弟子さんが少しずつ増
えてきましたので、今年、師範の許しを得て独立し、東京
都剣道連盟の杖道部会の一員として「夢想館」を立上げま
した。これまでお弟子さんは 22 歳の方から 90 歳近い方
まで 18 名います。

インタビューを終えて
宮本武蔵の二刀流を破ったという「神道夢想流杖道」を
中心に、多くの目的に向かい、ポジティブでエネルギ ッ
シュな横尾ご夫妻のパワーを強く感じました。今後も地域
活性化へのご活躍・自己実現の完成を期待しています。
（記：根岸光紀・柴田洋子）
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ふちゅう東西南北

境界線巡り

～押立町付近～

先号では府中市の北西の端を探索しましたので、
今回は対角線上の東南の端にある押立町にスポットを
当て、現地を訪問して元自治会長さんにお話を伺いました。
そこには不思議な境界線がありました。

《 調布市と稲城市に接する押立町》
押立町は府中市の東南端にあって、東は調
布市と接し、南は多摩川の対岸の稲城市と接
する町です。
稲城市との市境は、多摩川の中央ではなく、
稲城市側の河川敷にあります。府中市側の堤
防約 9.4 キロは「府中多摩川かぜのみち」と
して整備さ
れ、ウォー
キングやサ
イクリング
の素敵な憩
いの道とな
っています。

《押立町の由来》
幕末の地誌『新編武蔵風土記稿』には、現在の 4 丁目、押立
文化センターの北側を中心に押立村があり「民戸九十四軒」と
あります。当時の集落としては大きかったようですが慶長元年
（1596 年）の大洪水により多摩川の流れが村を南北に分断し、
多摩川の南となった押立村は、現在の稲城市押立です。
《押立出身の川崎平右衛門》
江戸時代中期に幕府代官として活躍した川崎平
右衛門は、武蔵国多摩郡押立村の名主の出身です。
元自治会長さん曰く「彼は郷土の誇りです」と。彼
の様々な業績に感謝しつつ、押立町４丁目の龍光寺
にあるお墓にお参りしては如何でしょうか。ご本尊
の阿弥陀如来坐像は、府中市重要文化財です。

調布市

《ギザギザの市境》
調布市との市境を歩いてみました。約 50 年前に西武
不動産が府中・調布の両市にまたがって高級住宅地を開
発した時、両市で協議のうえ、従来の市境を１軒ごとに
区分けして引き直したため、ギザギザの市境となったと
ころがあります。押立町５丁目と調布市上石原３丁目の
境界で、それぞれ西武押立自治会（府中）
、西武自治会
（調布）と分かれています。
同じ住宅街が府中と調布に分かれた結果、西武自治会の住宅から飛田給小学校
まで約 7 分なのに対して、西武押立自治会からは南白糸台小学校まで約 25 分と遠
く、途中までは親が引率し、そこから集団登校をすることになってしまいました。
そのため府中市の小学生は朝夕のウオーキングで体を鍛えられ、なお一層元気に
なったようです。両自治会の間には縄張り意識などはなく、同じ住宅地として良好
な関係であるとのことです。また防災意識が高く、防犯防災をかねたワンワンパト
ロールによってワンちゃんによるつながりが生まれています。
開発当初、引っ越してきた頃は、多摩川と桜並木の景観を満喫していました。
今は皆さんも年をとり、府中市中心部へは遠いため不便さを感じ、買い物などは
近隣の調布側を利用することが多いとのことでした。
＜編集後記＞ 秋といえば「文化・芸術の秋」
「スポーツ
の秋」などいくつもの修飾語が付きます。文化・芸術の
「生涯学習フェスティバル」も９月盛会のうちに終了し
ましたので、今号では「スポーツ」にスポットを当て生
涯学習センターの体育施設や自主グループを紹介しま
した。長生きにも健康にも運動が肝心です。みなさんも
この秋には是非スポーツを！
（西谷）

上石原（３）

地図：観光ガイドマップ
（府中市観光協会発行）より引用

＜市境を歩いた人＞ 渡辺、鈴木

企画・編集 ： 府中市生涯学習ボランティア「悠学の会」
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ふちゅう生涯学習センター共同事業体
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