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生涯学習 この人に聞く

特別編

生涯学習で生きる活力を
府中市生涯学習センター

館長 石田護朗

2013 年度から生涯学習センターの管理運営を民間に委託する「指定管理者制度」が
始まり、「ふちゅう生涯学習センター共同事業体」（下記参照）がその任に当たってきた。
本年度契約更新に当たり公募・審査された結果、同事業体が引き続き 5 年間運営を
担当することになった。そのスタートに当たり、石田館長に抱負を聞いた。

――

契約の更新にあたり、これまでの 5 年を振り
返って思うことは？

「ふちゅう生涯学習センター共同事業体」に参加し
ている 3 社のうち、私は、（株）コンベンションリン
ケージに所属していて、事業体全体を統括する立場に
なります。コンベンションリンケージは、日本で開催
された FIFA ワールドカップや洞爺湖サミットなど大
規模なイベントの企画運営を担当した会社ですが、
2003 年頃から自治体施設の管理運営を請け負うよう
になり、現在その数は全国で 30 余りになっています。
府中市生涯学習センターもそのひとつです。
当初来館者は年間 38 万人くらいのだったのですが、
5 年たった今は、約 48 万人になりました。利用者の
年齢層も広がり、以前はシニア層が圧倒的でしたが、
若い人にも足を運んでいただけるようになりました。
――

そうした変化の主な要因は何でしょうか？

それには 3 つあると思います。
1 つは、講座を増やしたことです。講座の講師とし
て来られる方が一様に言われるのが「府中は講座数が
多いですね」ということです。従来の講座はもとより、
語学やキッズの水泳教室・パソコン教室など、幅広い
年代に参加いただけるものが増えたことが要因の第
一だと思います。土日しか来館できない社会人のため
の資格準備講座なども設けました。
２つ目は、体育施設をリニューアルし、フィットネ
スラボ（スタジオ）を新設したことでしょう。３か月
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ごとに募集するスポーツ講座は、ほとんどのコマがす
ぐにいっぱいになるほど好評です。ジムも健康志向が
広がったせいか、平日でもにぎわっています。
３つ目にあげたいのは、日曜日のロビーコンサート
など、適時開催するイベントですね。普段来館されな
い方もロビーコンサートを目的に来られるという声
もあります。
――

今期はさらに充実していかれると思いますが

９月の「生涯学習フェスティバル」の事務局と、
「フ
ァシリテーター養成講座」も今期から担当することに
なりましたので、地域との連携など少しずつオリジナ
ルのアイデアを加えて変えていきたいと思っていま
す。そのほか、今までの講座も分野を広げるなどより
充実し、リピーターを作っていく方策を探りつつ管理
運営をすすめていきます。
とはいっても、予算的な制限もありますので、でき
るところから一歩一歩、市民の皆さんのお役に立てる
より良いセンターにしていきたいと思っています。
＜２頁につづく＞

＊ふちゅう生涯学習センター共同事業体

とは

（株）コンベンションリンケージ ：全体調整・学習事業担当
住友不動産エスフォルタ（株） ：スポーツ事業担当
鹿島建物総合管理（株） ：建物の保守管理担当
― ３社の共同事業体で、毎週責任者の連絡会を実施
― ３社合計で約 120 名が在籍し、シフト制で、常時 40 名
前後が管理運営にあたっている

生涯学習 この人に聞く

特別篇 つづき

生涯学習で生きる活力を
―― 府中に赴任されて感じられたことは？
府中には 3 年前に赴任してきました。私は生まれが会
津若松で、仕事が都内でしたので、府中にはあまり縁がな
かったんです。で、事前の知識は、競馬場や三億円事件、
実業団ラグビーチームの本拠地がある街という程度でし
た。でも、来てみると、緑が多いということと、文化施設
が充実しているという印象を強く持ちました。企業の大
きな工場も誘致されていて、長期の財政基盤も視野に入
れた街づくりのなされている自治体だなと思いました。
このセンターにしても 25 年前に建てられたものです。
当時としては先進的なものだったのではないでしょうか、
今も十分に機能していますから。生涯学習の拠点として
素晴らしいと思います。
―― 館長は、生涯学習をどのようにとらえてますか？
生涯学習というのは、生きがいというか、生きる力を生
み出すことだと思います。小さな目標を持って、こんなこ
とをやってみようとか、サークルに入ってみようとか、体
を動かしてみようとかいろいろ取り組んでみる。意識し
て、目標を持って取り組んでみると成果も上がる、生きる
活力も生まれてくると思います。それが生涯学習なので
はないでしょうか。
生涯学習を続ければ、人生の喜びや充実感につながり、
張りのある生活ができると思います。まわりを見ても、一
生続けるといった目標を持ってセンターに通っておられ
る方が、やはり生き生きとされていますね。

では、なぜその
場所に行くかとい
うと、そこが面白
かった、楽しかっ
生涯学習センター 石田館長
たからですね。講
座がそうだというのもありますが、やはりスタッフの対
応も大きいと思います。あの人がいるから行ってみる、あ
の人なら丁寧に説明してくれる、というスタッフのファ
ンづくりが大切なのです。ファンになってくださいでは
なくて、日々の仕事できちんと対応し、マナーを守っても
らうようお願いしていくことが、リピーターにつながる
のだと思うのです。
―― 利用者からはいろいろな要望もあると思いますが
よくお声がけいただく方もおられます。こちらが気づ
かなかったところもありますので、ありがたいですね。先
日も、給湯室に電気が点いていたのでのぞいてみると、来
館者が立ったままそこで食事をされていたんです。これ
ではいけないと思い、ロビーにイスとテーブルを置き、３
カ所の食事スペースを作るきっかけになりました。
いろいろなご要望には、予算の許す範囲で、できるもの
からやっていきたいと思っています。
―― 最後に、市民のみなさんへのメッセージを

―― 「一生続ける」をセンターはお手伝いするという
ことですね

生涯学習センターでは、
数々の講座や自主活動グルー
プの情報をご提供できます。
先ほど生涯学習は小さな目標
を持って努力していくことだと申し上げましたが、
センタ
ーの提供するリソースをお役に立てていただければと思
います。是非センターへ足を運んでください。

その通りです。私たちは、市民の方に学習でもスポーツ
でも、センターをいかに活用していただくかを常に考え
ていかなければなりません。それはまた、
「また来たい場
所」でなければならないということです。リピーターを増
やす努力を重ねていかなければと思うのです。

インタビューを終えて
忙しくて自分の生涯学習は疎か
になりっぱなしですと笑顔で話す石田館長、仕事のエネル
ギー源は利用者の喜びの声だそうだ。話の端々に経営者の
厳しい顔を見せる館長に、センターの新たな展開への取り
組みが期待できると感じられた。
（ 記：西谷信昭 ）

第 25 回府中市生涯学習フェスティバル 2018

＜９月８日（土）９日（日）開催＞

◎フェスティバル実行委員会が発足しました！
府中市生涯学習フェスティバルは、府中市・生涯学習センター・実行委員会の共催で、生涯学
習センターを会場に開催されます。日頃の学習成果を発表したり、来場者の皆さんに様々な学習
体験をしていただく、生涯学習のきっかけづくりを目的としたイベントです。
４月には、市民作品展、市民発表会、ワークショップなどの公募も行われます。詳しくは「広
報ふちゅう」で告知されますので、みなさん積極的に参加してみてはいかがでしょう。
企画運営を担う「フェスティバル実行委員会」が、次のような体制で発足しました。
実行委員（市民公募）20 名 （委員長：宮原英明）
事務局連絡先：府中市生涯学習センター
Tel：042-336-5700 / E-mail： info@fuchu.shogaigakushu.jp
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生涯学習センターを中心に活動する

自主グループの紹介
茶道サークル 和楽 （わらく）
私たち「和楽」は、裏千家の茶道サークルです。元々は、
生涯学習センターの定 期 講 座 をきっかけに、平成 27 年に
サークルを立ち上げました。 火曜日と土曜日に分かれて、
月２回活動しています。メンバーは現在、火曜日が６名土曜
日が６名で、茶道の経験がまったくなかったという初心者から
以前習っていたという経験者まで、毎回先生にご指導いただ
いて、季節のお点前をお稽古しています。
洋服で参加す
るメンバーもいれ
ば、お茶をきっ
かけに着付けを
習って毎回着物
で参加するメン
バーもいます。
お稽古を通して

今日まで受け継がれてきた日本
文化に触れ、そして、お茶を点て
る亭主として、またお茶をいただく
客として、おもてなしの心を学ん
でいます。
また、メンバーにとって、日頃の
慌ただしさを忘れて、ほっと一息
つける場になっています。
毎回和やかに、楽しくお稽古し
ていますので、ご興味のある方は、ぜひ一度見学
にいらしてください。
活動場所： 生涯学習センター
３階 和室「もくせい」
活 動 日： 火曜日・土曜日 それぞれ月２回
（午後１時半～４時半）
指 導 者： 安田宗惠先生
問 合 せ: 生涯学習センター（042-336-5700）

読者投稿
かち

徒ゆけば 多摩の横山 笑いけり

初旅は 娘夫婦と 道後の湯

しま

湯気淡く 月光集め 終い風呂

生涯学習センターの「雲」

晴子

壬生みつ子

西岡

横尾美知子

秋吉智香子

横尾美知子

筆を置き 音なき夜半に ハーブティーの
白きカップは くれないをなす

みとせ

センターに来るたびに目にする玄関前池の
オレンジ色のオブジェ。気になりますよねー。
あれは一体、何ですか？

調べてみました。このオブジェは全国の彫刻
展や美術展でも数多く入選している永廣隆次（な
がひろたかつぐ）氏の「雲」という作品です。氏
は 1974 年に東京学芸大学を卒業、その後各地の
全国規模の彫刻展や美術展で毎年のように入
選・受賞、各地の公共施設のモニュメントも数
多く制作している高名な芸術家。しかし、どこ
が雲なのかすぐには分からず近くでじっくりと
見てみました。す
ると、時刻の変化
により日光が水
面に反射すると
光が真上に映え
て、下側から金属
を照らす光彩と
なってキラキラ
と輝いていました。それはちょうど、光の輪郭
で描かれた雲の一部のようで、そのネーミング
に納得しました。普段と違った角度から眺める
と、また新たな光景が目に入って来るものだと
感じました。

三年前 抱かれ笑みし 産着の児
けふ訪ぬれば 赤き靴あり

マナビーの教えてくださ～い！

「生涯楽習だより」投稿募集
◎ 私の生涯学習・私の好きな府中の場所や風景（200～400 字）
◎ 俳句・川柳・短歌・写真（60 字程度の簡単な解説付き）など
＊原稿は、氏名、連絡先記入の上、学習センター1 階の学習情報
コーナーのボックスへ投函してください。掲載の可否は、編集
部に一任願います。＜原稿は返却いたしません＞
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ふちゅう東西南北

境界線廻り

国立市

～ 西府町、日新町、四谷 ～

府中市

府中市の西側には入り組んだ境界線があります。
今回はその凸凹を訪ねて、国立市との境を歩いてみました。

≪西府町 5 丁目≫

≪日新町 4 丁目・５丁目≫

西府橋バス停で下車、府中市と国立市の境
を歩く。電柱の住所表示を頼りに進んだが、
思いのほか入り組んでいた。「国立市谷保｣の
住所の下に「府中市通学路」と表示した電柱
もある。出会った人から｢飛び地があるよ｣と
聞いて興味津々、行ってみると、運よく飛び
地に住んでいる方と話すことができた。そこ
の３軒だけが府中市で、軒を接する両隣は国
立市ということだ。特別不便は感じていないそう
だが、なぜこうなったのか不思議な感じがした。
こうした飛び地は周りにも２軒確認できた。
大山道の坂道を下ると、上坂橋のかかる市川用水
に出る。さらに進むと大山橋、その下には府中用水
が流れている。その昔このあたりは田園地帯で、農
業のために用水を作ったのだが、生活用水としても
使われていたらしい。市川用水をたどっていくと、
西府湧水に出た。そこには清らな水が湧いていて、
用水に流れこんでいる。

野猿街道を渡って、府中西高校バ
ス停まで歩く。府中市で一番西にあ
る都立府中西高校は、昭和 51（1976）
年に開校。全国高校合唱コンクール
で何度も金賞に輝いている。
中央自動車道、国立府中インター
チェンジは昭和 42（1967）年国立市
と府中市の境界に建設された。道路
の下は緑地で NEXCO 中日本の管轄
になっており、周りはフェンスに囲
まれて行き止まりになっていた。

≪四谷 6 丁目≫
中河原駅から四谷 6 丁目までバスで行った。昔「三屋（さんや）」と呼ばれて
いた地域に「上之島神社」がある。境内の由来碑によると、三屋は現在の四谷
6 丁目に集落の中心があった村で、日野のほうから土方氏一族が移り住み開いた
のだという。地名の三屋は「散家（さんや）」が転じたもの。上之島神社は多摩川の洪水で鎮座地の森が流さ
れたため、村人がここに遷座したそうだ。
ここからは多摩川が近い。堤防に行ってみると「府中リサイクルプラザ」がすぐ目の前に見えた。ここは資
源ごみと粗大ごみを中間処理している施設で、再利用できるものは修理し、特定のリサイクルショップで販売
されている。多摩川の堤防には、多摩川かぜのみちが整備されて、気持ちの良い景色が見渡せる。市民に人気
のスポットだ。ここに府中市と国立市の境界線を示す立て看板と、
“「府中多摩川かぜのみち」の通行ルールは
ここまでです。”のお知らせがあり、境界線としていちばん分かりやすい場所だった。（記：田井美和子）

編集後記
生涯学習センターの指定管理者はこれまで
の事業者の続投に決まりました。当誌「生涯楽習だより」を
編集する我々学習情報グループも、新年度を迎え気持ち
を一新して、市民の皆さんの情報誌としてお役に立てるよう
取材・編集・発行してまいります。ご愛読のほどお願いいた
します。 ご意見、投稿は大歓迎です！ (鈴木禎治)

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
ふちゅう生涯学習センター共同事業体
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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