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学長の部屋

さやま市民大学
⬤ 自分を必要とする市民社会に生きる幸せ
「今だけ、金だけ、自分だけ」しか考えない現代社会。

小山 周三

学長

災支援などの多岐分野に及ぶ。このような分野の協働事
業が自立、発展していくためには、NPO法人のような活

果たしてこれでいいのかという疑問が頭から離れない。

動組織を整えることも大切である。

他人の幸せのために自分で何か出来ることはないのだ

⬤ 市民から志民へ

ろうか。もしもそこが自分にとって、地域の中の新しい

―志民が創るソーシャル・ビジネスを育てよう

居場所になれたら、より充実した生き方が実現できるは

これからの市民は、行政サービスの受け手、享受者と

ずである。「人に感謝される」という喜びが実感できる

しての市民に留まってはいられない。市民自身が、新た

「温かい地域社会づくり」と、私たちは真剣に向き合う

な社会的サービスの作り手に変わる必要がある。このよ

必要がある。自分を必要とする地域貢献、社会貢献に上

うな新しい市民を育成していくことが、協働社会の実現

手く出会えたら、生きる充実感、幸せ感が高揚する。そ

には不可欠である。自分のことだけでなく、儲けること

のための目標と心の持ち方次第で、誰でも挑戦すること

だけが目的ではない、社会課題の解決を「自分たちの手

ができる。

で実現する」という「ソーシャル・マインド」という「志

⬤ 市民が共助サービスの提供者

の高い市民」が共助サービスの担い手に育つことが望ま

市民意識が変わると、市民と行政との関係も変化す
る。市民自身が担う「自助」と行政が担うべき「公助サ
ービス」との中間領域に、市民と行政がお互いに協働し

れる。自分に「できること」、
「やりたいこと」に一歩踏
み出す志民の力が重要になる。
多摩大学教授の望月照彦氏は、私たちの「まちづくり

て担わねばならない「共助サービス」の領域が拡大し、

担い手養成講座」の授業の中で、「まちづくりの担い手

その重要性が高まってくる。「生活困りごとお助け隊」

には『志民』の出現が必要」と受講生に語り掛け、強い

などの活動が市民自身の手で組織されている。地域や社

共感を得た。社会に役立つ大きな「目標」と「志」をも

会が抱える課題を、多少の見返り、つまり有償ボランテ

った志民による志民起業、社会課題解決型の志民起業が

ィア活動で支え、解決していく、いわば「社会課題解決

地域コミュニティを変革する時代が近づいている。

型市民起業」を地域コミュニティが必要とするようにな

このような「志」を持った市民を産み出し、地域コミ

る。
「ソーシャル・ビジネス」
「コミュニティ・ビジネス」

ュニティづくりの中核に育てていくのが新しい市民大

などと呼ばれているが、ひとのため、地域のため、社会

学の役割ではないだろうか。そのためには、地域学習×

のため、という「高い志」でつながる市民活動を育てる

課題発見力×起業意識という新しい大人の学びスタイ

ことが大切だ。

ルを創り出す必要がある。修了後、地域コミュニティづ

⬤ 市民の意識と行動が地域コミュニティを変える

くりへの参加と活躍へとつながっていく「志民大学」が、

狭山市には共助社会の実現に向けた協働事業推進の

これからの地域再生と都市再生に欠かせないソーシャ

ためのガイドラインがある。この中では「市民や市民団

ル・キャピタル（社会共通資本）になる可能性がある。

体と行政が、持てる知識や技術、資金を出し合って、市

年齢差、男女差に関係なく、「さやま市民大学が心に火

民福祉の向上と自分自身の満足と生きがいを得ること」

をつけてくれた」、そんな大人の学びの場を提供したい

を協働と位置付けている。市民は「行政サービスの受益

と考えている。

者」であると同時に、「共助サービスの提供者」でもあ
るという自覚と志をもった新しい市民像を創り出して
いかないと共助・協働社会は成り立たない。
市民の立場で取り組める共助サービスの領域は、生活
支援、子育て、教育、高齢者支援、まちづくり、地域防

２
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小山周三学長プロフィール
西武文理大学名誉教授、元セゾン総研所長
早稲田大学ほか12大学の講師歴任
専門は流通論、ホスピタリティ経営論など、著作『サービス経
営戦略』
（NTT出版）。NPO法人そばネット埼玉理事、いるまそ
ば打ち倶楽部名誉会長、全麺協認定・そば打ち4段位取得

山田 恵一

ボランティアの止まり木

●

共通科目とは……

さやま市民大学開設の理念は、
「元気な狭山を支える人づくりと人を活かす仕組みづくり」にあります。市民の「い
きがい」を創造し、地域を支える人材を育成するため、幅広いジャンルの講座が開設されています。本年度は、修了
後に何らかの市民活動を始める際、できるだけスムーズに進められるよう、基本的な知識を共有して頂くための共通
科目を新たに織り込みました。それぞれの講座のカリキュラムは、以下のようになっています。
《必須科目》

①
②

《選択科目》

③
④

狭山市を知る「狭山の歴史概観」
… 講師：元狭山市立博物館館長 髙橋 光昭
｢まちづくり」についての基本理解
・「まち」を「つくる」の意味を考える … 講師：さやま市民大学 学長 小山 周三
・協働による「まちづくり」とは
… 講師：協働自治推進課 職員
ボランティア活動とまちづくり
… 講師：ボランティアの止まり木 山田 恵一
・ボランティア活動とは、どんなことか
・地域の課題への取り組み方
市民活動の組織とマネジメント
… 講師：市民活動諸団体の代表者
・学んだ成果を実際の活動に結びつけるための組織づくりとは
・継続的かつ実効ある活動を展開するための組織運営の要点

● 社会を支える活動
誤解されがちですが「ボランティア活動」とは、

●

さあ、学んだ成果を生かして
受講生の皆さんは既に豊富な人生経験を積んで

「タダ働きすること」ではありません。何か困り事

おられ、更に講座を通して知識を得ただけでなく、

を解決しようとする時に、自発的に始める活動が

新たな仲間の輪を拡げておられることと思います。

「ボランティア活動」です。

せっかく学んだ成果を活かして、行政の手が回りか

頼まれてもいないのに自分から動く結果として、

ねる様々な課題に取り組む活動を始めることで、自

タダ働きになることも厭わないというだけなので

分たちの地域を自分たちで住みよくして頂きたい

す。しかし、これまで世の中の仕組みとして認知さ

と願っております。

れていない、課題解決のための新しい方法にいち早

狭山市内では、既にたくさんの市民団体が活動し

く取り組めます。そういう意味では、社会を変える

ています。どこかの団体に加入していただくも良

先進性・創造性にあふれた活動でもあります。

し、志を同じくする仲間と新しい団体を結成するも

自発的な善意の行動であっても、常に相手がある

良し、です。

ことですから「独りよがり」は厳に慎まねばなりま

さやま市民大学の修了生の団体の活動には、行政

せん。相手や一緒に行動する仲間と「お互いに嬉し

も全面的にバックアップする仕組みを用意してく

い」関係を築くように、常に心がける必要がありま

れています。まずは小さくても、一歩を踏み出して

す。また、既にあるルールは守らねばなりません。

みませんか。

＊ 市民活動を始めるに当たっての留意点 ＊
１．興味や関心がある、身近なことから始めよう！
２．無理をしない！ 余裕を持ってできることから。
３．約束・ルールを守ろう！
４．相手や関係者の立場を尊重しよう！
５．保険に入ろう！ 不慮の事故に備えよう。
＊「ボランティアの止まり木」は、ボランティア活動の中間支援を行うグループです。市民大学のコーディネーター養成
コース修了生を中心に、2012年から活動しています。ボランティア活動に関心のある方は、お気軽に声を掛けて下さ
い。お待ちしております。

問い合わせ先：080-5523-9310

３

座談会
小山学長を囲んで語る
《 出席者 》
さやま市民大学
まちづくり担い手養成講座
いきがい講座
健康づくり・介護予防サポーター養成講座

⬤ 司会 ：

小山 周三 学長
中 島 功 さん
江連 政男 さん
梅澤 久子 さん

広報委員長

諸井 寿夫

⬤ 自己紹介と受講動機をお伺いします

江連

中島 今年70歳になります。定年になり、赤坂の森の手

めざして」で、非常に素晴らしい。受講してみますと、

入れに参加し、水野の森里山の会にも加入しました。４、

カリキュラムがどれも必要な事で、感銘しました。先生

５年経ちますが、森や草を相手にすることも大事です

方も膨大な知識の中から、我々に理解できるような話を

が、地域や人に目を向けていく、そこに、「まちづくり

していただいて、素晴らしいと思います。

担い手講座」受講の動機がありました。

学長

梅澤

私はごく平凡な家庭の主婦としてずっとやって

ています。だから、出てこない人にそれを、どううまく

来ました。両親の看護をしたり、夫を見送ったりと忙し

伝えたら良いかということですね。修了した後の活動の

い時期があり、年齢と気持ちの転機の時に紹介頂いて

中で、そういう思いを持って取り組んで頂ければと思い

「健康づくり講座」に入りました。

ます。ぜひ学んだことを伝えて下さい。

入学時のテーマが「アクティブエイジング社会を

梅澤さんのところは、良い健康づくりの場になっ

江連 71歳まで現役で仕事をしてい

それから、中島さんが学びの中で、地域の中での小さ

ました。知り合いに紹介されて「いき

な市民活動、地域を支えるための活動、そこに感銘を受

がい講座」に入りました。隣近所の高

けたとおっしゃいました。まさしく市民大学が目指して

齢の人たちのため、何か役に立つこ

いる目的の一つがそこにあるんです。受講後、そういう

とは無いかと思い、便利屋のような
ことをやっています。

江連さん

活動を推進していくという形が定着すれば、本当に市民
大学の考えとピッタリ合っていくということです。

学長 男性は会社を離れてから、地域に戻って自分の居

それは江連さんがおっしゃっていた地域の困りごと

場所が作れるかどうか、これが大きないきがいの支えに

を解決することにもつながります。その輪がだんだん広

なります。女性も子供たちの手が離れた時に、新しい居

がると、将来NPO法人につながることもありますしね。

場所を作るという気持ちが働く。その時に市民大学がそ

そんな種を蒔いて頂ければと思います。

のお手伝いをできるのではないかと思っています。

江連

⬤ 感銘を受けた授業内容は？

間関係を作りたいですね。

中島

⬤ 学びの成果をどのように活かしますか

10人以下の小さな団体が地域での実践を発表し

最後の最後に孤独死なんてことが無いような、人

た時です。このような団体がたくさん出てくれば、本当

中島

に地域づくりになっていく。それから、西武文理の影山

た。課題が「高齢者、若いママ、幼児

優子先生の狭山市の現状（福祉・ケアの視点からのまち

の三世代が集える交流サロン」。メン

づくり）についての話です。私は、狭山市が進んでいる

バーのお宅が10人位入れるんです。

のか遅れているのか、遅れている部分をどう進めたら良

どうしたら人が来るか検討し まし

いのか、聞きながらそういうことを考えていました。

た。写真や絵の展示をし、コーヒーを

梅澤 ボランティア団体の方がレクや体操をしますが、

飲んで、歓談してもらう。来た時にあ

こちらに出て来る方はやっぱり前向き、やろうと思って

あ楽しいなという所にしましょうという話になりまし

いる方なんです。そこで、出てこない方をどうしたら良

て。そこで人を集める、お年寄りを外に出す、若いママ

いかみたいなことを考えました。まず、地域の方や隣近

さんが出てくる。そういう場を作るのが理想です。

所の方に声をかけてみたいと思いました。

梅澤

４
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夏休みの宿題として始めまし

中島さん

私はリーダーになる素質なんか全然ないです。皆

さんと一緒にワイワイやるのが好きで、楽しいのです。

中島さんが夏休みの宿題としてグループで入曽を調

今、ボランティアの方たちがやって下さるのを、観察し

べ始め、皆で集まって何とか課題解決する方法を考え始

ているところです。来年はどこかに所属して、一緒にや

めている。本当に有難いです。みんなが真剣に知恵を集

らせてもらいたいなと思っています。私、始めは認知症

めてやれば解決策が見い出せます。私も応援します。

に対する知識や技術を知りたいなと思って入ったので

⬤ 市民大学に対するご意見は？

す。でも、それは講座の大半を占めてはいないです。

江連

学長

学する人を増やしたらどうでしょう。

認知症事業サポーター養成講

もっと若い人が入るようなうまい宣伝をして、入

座は、後期講座でやります。そこに焦

学長

点を当てた講座で、実践して頂ける

をする必要があります。市民大学の対象は16歳以上。若

ような人を育てます。

い人にいきがいコースに入ってもらうためには、講座内

梅澤

容をちょっと変える必要があると感じています。高校生

認知症はなりたくないけどな

らざるを得ない現状っていうのがあ
りますよね。ロングライフになると

小山学長

講座の中身の良さがちゃんと伝わるような努力

や大学生の参加できるいきがい講座もあって良い。しか
も、受講日は土曜です。早大・所沢キャンパスの素晴ら

必ず認知症になり得るんです。90歳位になって、大往生

しい環境の中で学ぶことができます。

で認知症になっても、それは仕方がないですけど、早い

江連

うちからなったら、どうしようかなって思っています。

分かり易く説明しているんですね、内容を宣伝すれば、

学長

若い人も関心を持つのではないかと思います。現状を知

健康づくりについて、一言付け加えさせて下さ

ここでやっている講座、高齢化社会の現状を実に

い。７月に「日本健康教育学会」の全国大会がありまし

らないのではないかと思うのです。

た。市民大学でやっている健康づくり講座でどんな成果

学長

が上がっているのか報告してほしいということでした。

いう課題に取り組んでいきます。

地域をあげて健康づくりに取り組む事例としての「青空

梅澤

の会」なども紹介しました。講座修了生が活躍している

を分けてやるわけにはいかないでし

という報告に、皆さんすごく関心を持ってくれました。

ょうか。もう少し専門的な知識や技

梅澤 私も来年、実際に活躍している所に入れて頂きた

術が得られる講座が出来れば、ここ

いと思います。少しお手伝いしている内にだんだん私が

を出た方も新しく入る若い方も興味

見てもらうような…（爆笑）。ギブ＆テイクでとりあえ

が向くかもしれないですね。

ずギブをして、それで、私もだんだん知らない人がいな

学長

若い人に参加してもらえるような市民大学、そう
健康づくりと介護予防の講座

い位顔を売ったら、テイクしてもらう。

梅澤さん
さん
考えます。人間の肉体は、間違いなく下降線をたどる。

学長 そういう輪が広がってくれるといいですね。

ケアを必要とする時が来る。その時にケアをする側とさ

江連 僕は実際影響を受けたのは嵯峨座晴夫先生の本、

れる側が気持ちよくいきがいが感じられる社会にして

「人口学から見た少子高齢化社会」。
「自分が社会に出て

いくのにはどうしたらよいかというようなことは、非常

人のためになることをやるのが、本当のいきがいじゃな

に大事なんですね。

いかな」というようなことを、この先生が言われたのが

中島 「まちづくり担い手」という言葉自体に、非常に

非常に印象に残っています。便利屋的なものを続けてい

難しいなという印象を受けました。入ってみてそうじゃ

きたいと思いました。隣近所でまずは役に立つことをや

ないと分かりました。できれば、もっと身近に感じられ

っていこうというようなことです。

る「地域づくり」という言葉などがいいのではないかと

学長 今、「本当のいきがいとは」という言葉が出まし

思うのですが……。

た。自分が必要とされている存在だと自覚された瞬間が

学長

いきがいではないだろうか。まさにその通りじゃないか

ージへ」ですが、お三方とも、楽しく学び、社会貢献し

と思います。楽しく受講し、その後、「自分は役に立っ

たいという志を育てていらっしゃることが発見できま

ているんだ」という自覚ができるような、地域や社会と

した。その志を実現に向けて一歩踏み出す勇気を持て

の関わりをしてもらう。それが出来たら本当のいきがい

ば、活躍のステージにつながると思います。

につながると思います。

⬤ 本日は貴重なご意見を有り難うございました。

それはいい提案ですね。早速

今日のテーマは「学びのステージから活躍のステ

５

みなさん、「狭山元気プラザ」をどこまでご存知ですか？
入学式・講座説明会から始まり、授業、体育祭、学園祭、気
が付けば修了式……、と長いようで短い１年を過ごす学び舎、
狭山元気プラザ。その前身は、私たちの子供たちの母校、狭山
台北小学校でした。
春は、梅から桜へ、秋にはカエデの黄色に染まる狭山台北小
学校は、1975年（昭和50）4月の創立で、団塊世代の２世が元
気に学んで巣立っていきました。しかし、少子化のために2010
年3月末、ついに閉校式を迎えることになりました。
時が巡り、市民の学び舎として、またボランティア活動の拠
点として活躍している元気プラザ。今回はこの「狭山元気プラ
ザ」を探訪してみました。

狭山元気プラザの「お宝」紹介
狭山台北小学校は、長い間大勢の子供たちの成長を見守ってきまし
た。そして今、子供たちは立派な社会人として、若い力で日本を動かし
始めています（…それが一番の「お宝」なのですが…）。廃校から
５年経過した今でも、子供たちが毎日愛したお宝、アイテム
があちこちに残っています。西側入り口の「古い郵便ポス
ト」
、その横には「日時計」、そして「校歌が刻まれた石碑」
等々。目につくこれらの他にも、たくさんの「お宝」があり
ます。Ｂ棟１階奥の「メモリアルルーム」には懐かしい写真
や作品が展示され、子供たちの思い出がいっぱいです。誰で
も、いつでも見ることができます。みなさんも覗いてみては
いかがでしょう？若い日の想い出に会えるかもしれません。
また、パソコン室の黒板には音楽室だったころの五線譜の跡が残
っています。この他にも、放送室、保健室などの面影が残っている
部屋があります。みなさんも探してみませんか？
メモリアルルーム内にあるお宝群

創立20周年記念（平成６年５月）
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学びと活躍のステージ
(現)狭山元気プラザ…Ａ棟
体育館

(現)狭山元気プラザ…Ｂ棟

(現)狭山准看護学校…C 棟

2004年の創立30周年記念を祝った 航空写真

狭山元気プラザの敷地は、開校当時（23,560ｍ2）
のままです。当初は、C棟（准看護学校）や体育館も
なく、グラウンドも緑ひとつない殺風景な状態でし
た。初年度の全校生徒は578人（16学級）。6年後に
は体育館もC棟も完成しました。第二次ベビーブー
ムの子供たちを受け入れて、8年後には全校生徒数
1,102人（27学級）とピークを迎えました。しかし
20周年には、全校生徒数は634人（19学級）と減少、
30周年を迎えた2004年には、卒業生が40人台にま
で減少し、以降増えることはありませんでした。
2010年、ついに閉校。跡地の有効活用が図られ、
今の姿になりました。現在、様々な世代が集い、様々
な学び、交流、活動等を通じて、元気な狭山を発信
する拠点として活用されています。ここで行われて
いる事業は以下の７つです。

さやま市民大学
平成26年度に狭山シニア・コミュニティ・カレッジと狭山
元気大学が統合して誕生した、狭山市民の「学び舎」です。

一般社団法人狭山市医師会立狭山准看護学校
平成25年4月、C棟に移転して開校。今年の学生数は、1年
生が42人、２年生が41人、合計83人です。平均年齢は29
歳…、若人の学び舎です。

狭山台地区センター別室
平成24年春、Ｂ棟１階部分に狭山台地区センター別室とし
てオープンしました。利用については「狭山台地区のまち
づくりに関わる地域団体」の活動とし、現在、地域の活動
拠点として、幼児から高齢者まで幅広い世代に利用されて
います。

工房 夢来夢来
身体障害者のディサービスを兼ね、ボランティアと一緒に
手芸品等の製作・販売を行っています。

ちゃきちゃき倶楽部「狭山台」
健康寿命を伸ばすことを目的とした、狭山市長寿健康部の
主催する「介護予防」支援の場です。

狭山市学校支援ボランティアセンター（SSVC）
平成19年より、狭山市教育委員会の事業委託を受け、市内
小中学校の支援を開始。9月より事務所を狭山台中より、
元気プラザに移転して活動しています。

狭山市シルバー人材センター
シルバー会員が生きがいと健康づくりを目的に、その技能
を活かし、企業や行政の仕事を始め、一般家庭からの家事
援助、植木の手入れなど様々な仕事をしています。

◆インキュベーションルームを拠点の活動団体
修了生が、地域課題等の解決に向けて、コミュニ
ティビジネスやボランティア活動を立ち上げるにあ
たり、これを支援、準備する部屋です。

一般社団法人「街活さやま」
狭山元気プラザのコミュニティ
カフェの運営を委託事業として
行っている。現在会員は21人。
「ま
ちづくり担い手養成講座」の業務
委託もしています。

ボランティアの止まり木
ボランティア活動やＮＰＯなど、
幅広い市民活動を総合的に支援
しています。

NPO法人「さやま協働ネット」
“住み心地の良い・活力ある狭山をめざしたまちづくり”
を進めることで、公益の増進に寄与することを目的として
います。市が設置した『さやま市民大学』の受託団体です。

NPO法人「さやま生涯学習をすすめる市民の会」
狭山市駅西口の市民交流センター内に委託事業の案内窓
口を開設して、狭山市の生涯学習の推進をしています。

さやま市民大学同窓会
活動支援部会（３団体）とクラブ活動部会（14クラブ）が
得意分野を生かして活躍しています。
＊そのほか「狭山元気プラザ」の登録団体として、さやま
市民大学修了生が各領域で活躍されています。

※ 紙面の都合で全部を紹介できませんが、
「学び舎」の中に、この様に多くの団体の「活躍の場」が同居し
ているのが「狭山元気プラザ」であり、市民の誇れるところです。
「まちづくり」
「いきがいづくり」の拠点
として、更に充実させていきましょう！
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さやま市民大学 ＴＯＰＩＣＳ
体育祭…9月26日(土) 、狭山市民総合体育館で「第２回さやま市民
大学体育祭」が開催されました。準備運動の「すこやか体操」で体を
ほぐした後、ボール送り、宅急便リレー、紅白玉入れなどの７競技を、
12チームで競い合いました。練習の成果を発揮し、真剣に頑張る選
手の姿に、応援席からは大きな声援がとんでいました。見事優勝した
のは、ウォーキング講座とパパ・ママのお助け隊養成講座の合同チー
ムでした。準優勝は実用パソコン講座(実用)、第3位は地域ジャーナ
リスト養成講座でした。

学園祭…第２回さやま市民大学学園祭は12月5日(土)、6日(日)に狭山元気プラザで開催します。各講座の学習
内容・成果の展示の他、実技・実演、修了生団体等による模擬店、新鮮野菜の販売などもあります。

受講生紹介
最高齢受講生

今回は、さやま市民大学の受講生の中で、最高齢の花形直平さんと最年少の小見山恵さんに登場
して頂きました。詳細はさやま市民大学ホームページをご覧ください。

花形 直平さん
花形さんは入曽在住の86歳。
昭和19年に15歳で予科練生として土
浦海軍航空隊に入隊、戦後は食品業界
新聞の記者を80歳まで勤めました。

平成23年「狭山の歴史」を皮切りにこ
れまで６講座を学び、現在も２講座を受講中。自慢はそ
の間一度も講義を休んだことがないこと。
「80まで現役
で？」の問いに「今も生涯学習の現役です」と答えられ
ました。現在、「日本一 健康のまちづくり 狭山を目指
す」をテーマに健康まちづくりに取り組んでいます。元
気の秘訣は「良く歩くこと」と「多くの人と交流するこ
と」、市民大学に入学したお陰で沢山の仲間ができまし
た。趣味は刀の鑑賞と山歩き。刀は心の支えとして戦時
中飛行兵は皆持っていたそうです。長年「青石塔婆」を
研究しています。青石塔婆とは太古に海の底で出来た緑
泥片岩で作った石の塔婆で、東村山市の徳蔵寺で出会っ
てからすっかり虜になりました。研究を纏めた著書に
「中世の謎・青石塔婆物語り」があります。

最年少受講生

小見山 恵さん
小見山さんは 31 歳の専業主婦で、8 歳、
４歳、２歳のママです。

市民大学受講の動機は、子供が勉強す
る姿を見て自分も何かしたいと思っ
ていた時、友人に大学の話を聞いたこ
とです。大学に入って、日々の生活にメリハリができ、
充実感があります。最初は下の子を保育室に預けること
に抵抗がありました。でも、今では喜んで行っています。
ｈ
少し距離を置いたほうが親にも子供にもいいと思える
ようになりました。子供のために、作りながら栄養も考
える講座があればいいと思います。パパママの次期講座
も受けたいと思っています。少し手がかからなくなった
ら同じ状況にある、
「ファミリーサポート的なことをし
たい。家計の足しにもなれば……」と微笑まれました。
「私の言葉や態度の一つ一つがこの子の将来に影響す
ると思うと、とてもおろそかにできない」という言葉が
印象に残りました。子育てにも、将来の夢にも頑張って
いる素敵なママです。

さやま市民大学のホームページもご覧下さい。
狭山市地域ポータル「さやまルシェ」内「さやま市民大学」では
日々新しい記事を更新しています。
さやま市民大学
検索

スマートフォン用ＱＲコード

編集後記
４号は、特集記事として「学びのステージから活躍のステージへ」と題し、学長を囲んで受講生３人と座談会
を開催しました。学びの成果を社会活動に活かすには「人のために行動する」と話され、なるほど、とても大
事な視点であると思いました。そして、大学のキャンパスである「狭山元気プラザ」にも興味を持っていただ
こうとプラザの探訪を組みました。
広報委員長 諸井 寿夫
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