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さやま市民大学が誕生してから、今年で４年目に入

ります。本広報誌「さやま市民大学ニュース」も今回

で１０号目の記念すべき号となりました。日常的な各

講座活動の中心に、加えて行事としての体育祭、学園

祭などの諸活動によって総合的に創りだされる市民大

学の「事業活動（コンテンツ）」と、これらを伝える「広

報活動」がクルマの両輪になって「さやま市民大学ら

しさ」が形づくられています。「らしさ」を発見し、共

有情報に高めていく広報誌の役割は重要です。 

 私たちは常に「さやま市民大学らしさ」を追求する

ことを念頭に置いた活動を行っています。「らしさ」と

は「違い」や「特色」、「オリジナリティ」などを意味

します。講座企画の創り込み段階はもちろんのこと、

講座の運営、仲間づくりのための行事活動、そして広

報の情報編集活動もそうですが、「さ 

やま市民大学らしさ」とは何かを考 

えながら活動するのが私たちの使命です。 

 市民のために、市民が考え、市民が運営する、ここに

市民大学の存在理由があります。狭山の地に暮らす喜

びと幸せとは何かを問い、地域活動の担い手として、さ

らに文化創造や経済振興にもつながっていく可能性を

求めながら、市民大学らしい「学びの場」を展開してい

るつもりです。「市民学」や「志民」といった言葉の中

にも「らしさ」実現のヒントがあります。「さやま市民

大学らしさ」はみんなの力でその存在理由を創り出し

ていくところに意味があります。広報という情報発信

の場が「らしさ」を発見し、共有情報として可視化して

くれることを期待しています。  （学長 小山周三） 

「さやま市民大学」を 

可視化する広報への期待 

NPO法人さやま協働ネットは狭山市からさやま市

民大学の運営の受託とまちづくり支援事業を推進して

おります。本年度の総会で役員の大幅な入れ替わりが

ありましたが、その役割を果たすべく役員・運営委員

が情報の共有化を図ることに重点を置き、多くの方の

ご協力でほぼ計画通り運営しております。以下に、現

状でのさやま市民大学の本年度を振り返り、来期に向

けての展望を述べます。 

1 本年度の振り返り 

● 講座について 

市民大学事業が市民の皆さまに評価されるには、学

びの成果を地域社会の中で活かし、みんなで狭山を元

気にする講座づくりが重要と考えました。講座につい

てはアンケートや外部大学の先生との勉強会を通して

講座企画委員会で検討を重ね、「若者・体験・地域学」

をキーワードに開講し、講座リーダー・スタッフを中

心に運営しております。主催講座は、まちづくり・健

康福祉・いきがいの３コースと特別講座で17講座（受

講生286名）ありました。協賛講座は6講座（受講生128

名）です。 

● 学校行事について 

体育祭は講座回数が減ったことと仲間づくりを早期

に行う目的から6月に開催。学園祭は気候の良い10月

開催とし、広く市民の方にお越し頂くため特別講演会

を企画し、自治会回覧でPRしました。2日間で1300人

強の来場者が各講座の成果発表を見学され、盛大に開

催できました。修了式は３月18日に開催致します。 

● 公開講座について 

 広く市民の方に市民大学を知ってもらう目的で公開

講座を計画しました。７月に福祉、11月には親子の教

育をテーマに、又12月から「地域コミュニティ創造塾」

として３回の公開講座を開催しております。 

2 来年度に向けて 

 少子高齢化等社会が変化するなかで、｢地域社会に貢

献する人材を輩出する市民大学であり続けるために｣

一人ひとりが視野を広げ、社会経験をベースに互いに

学び、喜びを享受していきたいものです。市民大学の

基本方針は継続し、今年度の講座内容を見直し、更に

外部大学との連携を深めます。 

市民大学修了後に市民活動団体の立ち上げ、既存団

体への加入、ボランティア登録等多くの方が地域で活

躍されております。行政との協働事業に採択された方

もおります。そのような受講生の修了後活動を支援す

るためのサポートも更に進めます。 

「自分磨き」と「地域社会の担い手」として活躍さ

れる志のある方の入学をお待ちしています。 

 土田 博 
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運営委員長（NPO 法人さやま協働ネット代表理事） 
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講座企画委員会が29年度の講座メニューについて

具体的な検討を開始したのは、夏休み明けでした。 

● 今年度講座の抜本的な見直し 

今年度は前期開講13講座のうち６つが新規企画講

座でしたから、まずはそれらの中間評価を最優先で行

いました。二番目は当初から期限付きで開講した３講

座、三番目はSSCC発足当初から10数年ほぼ同じ内容

で継続してきた4講座の抜本的な見直しです。 

 各講座のリーダーから中間時点での講座の評価、問

題点、改善すべき点などをメモで提出してもらい、話

し合いを持ちました。講座運営、受講生の反応、評価、

継続する場合の改善点など、忌憚のない意見交換がで

きました。講座リーダーの皆さんに共通していたの

は、何らかの改良を加えるにしても、担当している講

座を次年度も継続させたいという強い熱意と意欲で

した。 

 従来、講座企画、運営状況、講座の評価など全ての

情報は講座リーダーから事務局（一部は行政当局）へ

の一方通行で、講座企画担当、或いは講座リーダー相

互の意思疎通が不足しているような感じがありまし

た。しかし、今回の個別ヒアリングによって情報が共

 

講座企画委員長 草野 喜実勝 

地域デビューといきがい探しをお手伝い・・ 

みんなで何かを一緒に創ってみたい・・ 

何か興味のあることを調べたり、文章を書いたり・・ 

庭いじりが好きな人と一緒に何かやってみたい・・ 

狭山に住んで長いけど、意外に何も知らないなァ・・ 

狭山のインバウンド対策は大丈夫？ 

狭山の福祉、地域ケア対策は？ 

健康寿命について考えなければ・・ 

子育てについて何かお困りではないですか？ 

早稲田大学キャンパスで二幕目の人生を考える・・ 

狭山市は歴史のまち、知られざる史跡を訪ねて・・ 

学校、家庭、塾以外での学習支援をお手伝い・・ 

有でき、市民大学全体の一体感が 

強まったように感じました。 

● 元気な狭山を支える人づくり 

 今回の講座見直しのもう一つのポ 

イントは、行政からの委託により運営 

される市民大学として、その理念、目的を実現し、そ

の成果が市の負託に応え得るものであるか？という

点です。最終的に「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」という市民大学の「理念」に

沿った講座目的と、修了後それぞれ新たな「いきがい」

を見つけ、新しい活動の場に一歩を踏み出して欲しい

という願いを込めて、前期12講座、後期３講座（予定）

を作り上げることができました。全ての講座が市民の

手による『まちづくり』を目指す講座であり、同時に

行政上のニーズ、例えば子育て支援、地域福祉、協働

のまちづくり、地域防災などをテーマにした講座も含

まれています。 

 受講後、新しい興味や自分なりのいきがいを見つけ

るキッカケになれば幸いです。募集案内を見て、興味

の持てそうな講座を見つけ、気軽に市民大学の門を叩

いてみてください。 

新しい「いきがい」を探してみませんか？ 

3 

さやま市民大学総合講座 地域福祉とケアのあり方を学ぶ講座 

地域イベントプロデュース基礎講座 西武文理大学連携 健康づくり・介護予防サポーター講座 

地域ジャーナル講座 パパ･ママ お助け隊養成講座 

まちのガーデナー講座 早稲田大学連携 いきがい講座 

狭山地域ふるさと学講座 狭山の歴史講座 

みんなで楽しむ国際交流講座 さやまっ子教育支援講座 
 

募集対象：市内在住・在勤・在学・市内で活動している方で 16 歳以上の方。 

募集案内：狭山元気プラザ、市役所１階総合案内・協働自治推進課、地区センター、公民館に用意し
てあります。ホームページからもダウンロード可能です。 

申し込み：３月 10 日（金）までに受講申込書を狭山元気プラザ内さやま市民大学事務局へご提出下
さい。ホームページの電子申請からも受け付け可能です。多数の場合は抽選になります。 
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健康づくり･介護予防講座 

いきがい講座 

すこやか体操を初めとして、健康づくりを目的と 

した様々なレクリェーション、スポーツを体験し、楽しかっ 

たです。自然と熱中し、集中力も高まり、脳トレにもなりまし

た。少しの勇気と好奇心を持って集会所や公民館に足を運べば、

健康づくりの場が用意されていると感じました。92 歳になる母   

のためにと思い受講しましたが、自分にとっても大いに役 

立つ結果となりました。       （佐伯京子） 

「歳月、人を待たず」老境に至り、心身の衰えを実感 

している。本講座を選択した理由は、健康寿命に興味があっ 

たからである。講義内容は密で、講義中も常に明るく楽しい雰囲

気に包まれている。初回のホームルームの黒板に、「明るく、楽

しく、さわやかな」と記されていた。まさに、看板に偽りなしで 

ある。この講座は高齢者になった私にとって、最適の講座 

である。                       （原嶌邦保） 

授業で学んだ中で最も印象的なのは、高齢者がいつ 

までも元気でいるためには、「自分への誇りを持ち続けられ 

る」必要があるということ。そこで今、狭山に子ども食堂を作ろ

うというプロジェクトを進めています。これは、現役を退いた方

に輝き続けられる場所を提供するとともに、社会問題となりつ 

つある子どもの貧困を補完するものです。皆が助け合える 

狭山を作っていきたいです。    （岩本美穂） 

現役から離れて３年。充実した日々を送りたいと 

当講座に応募しました。前期の座学では、少子高齢化社会の 

諸問題や社会参加の意義等を学びました。後期前半は太極拳、ウ

ォーキング等の運動を行い、体力や柔軟性の無さを痛感しまし

た。毎回「ひとことカード」を読むのも楽しみです。この講座で 

学んだことを生かして、いつまでも元気で悔いの無いシニ 

ア人生を送りたいです。    （石森健司） 

期待と不安の中入学し、講義を受けて早半年以上が 

過ぎました。講義される多数の先生方の講義内容が毎回変わ 

る為、衰えてきた私の脳に新しい知識が入り込めて、脳の活性化

に大いに役立っている感じです。後半の講義がすごく楽しみで

す。また、受講生メンバーの皆様はほとんど知らない人の集まり 

なのに、和やかな雰囲気でコミュニケーションが取れて来た 

ことも楽しみになりました。 （宮地輝二） 

その人の環境によって、生きがいには違いがあると 

思います。私は主体性を持って、健康で今の生活を充実させ 

ることや、人とのつながりの大切さなど多くの事を学びました。

今後の生き方を考える指針になり、良い仲間と取り組んだ体育

祭、素敵な展示物を作り上げた学園祭、どれも素敵な思い出で 

す。この講座は、素晴らしい講師陣で、学びの多い最高に 

楽しい講座です。      （小田嶋洋子） 

自分の健康は自分で守る。高齢社会の中で如何

にして健康寿命を延ばし介護を受けずに生活

するか。介護予防関係の授業を初めとし、体を

動かし、仲間作りで健康を考え、体験できる講

座です。          （リーダー 塩野谷守夫） 

 

環境に恵まれた早稲田大学所沢キャンパスで、

充実したセカンドライフの実現を目指し、新た

な知識、更なる学びを求めて多彩な講師陣から

生きがい作りや仲間作り、健康作りを学んでい

ます。       （リーダー 関紀文） 
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この講座を志望したのは、地元の自治会役員をやっ 

ており、「地域の広報誌でも作れたらいいな」との単純で甘 

い動機でした。担当は美人で歯切れの良い先生で、「座学でのん

びり、時には居眠り」という受講前の私の愚かな願望は、討議形

式の講座で脆くも初日から崩れ去りました。まだまだ実力不足で 

すが、少しでもパワーアップして、地域に密着した広報誌作 

成を目指して勉強中です。  （坂本比佐夫） 

パソコンは、やっと文章が打てる程度で受講しました。 

最初は知らない用語に戸惑いましたが、先生やスタッフ、受 

講生仲間に教えてもらいながら学園祭ポスターやパンフレット

などを作っていきました。制作物が出来上がるにつれ、学ぶ楽し   

さと分かる喜びを感じるようになりました。自分が発信する 

立場になってから見落としていた物に気付くことが増え、 

感性が磨かれた気がします。 （芝田恵美子） 

講座で読売新聞東京本社の見学に行ってきました。 

清潔な社内と活気に満ちた制作スタッフに圧倒され、ジャー

ナルの本質を見た思いです。新聞のできるまでを見学し、報道の

自由と人権侵害、著作権侵害など、新聞を作る難しさも学びまし

た。タブレットを使って架空の街と人物に取材して新聞を作る 

経験をし、ジャーナリストの卵として、気持ちを新たに見学 

を終了しました。       （田中幸子） 地域ジャーナル講座 

狭山地域ふるさと学講座 

リタイアを機に、第２のふるさと狭山をもっと知 

りたいと思っていた時、この講座に出合いました。本講座 

では狭山に眠る魅力ある地域資源を文化や歴史、自然や産業など

様々な角度から学べます。狂言「入間川」や鎌倉街道、文化財や

童句、入間川地域の自然や狭山茶。全てが魅力に溢れています。 

この宝物を後世にきちんと語り継ぐことが、元気なまちづ 

くりのために重要だと思いました。 （青山泰夫） 

地域に伝わる歴史・文化を少しでも学びたくて受講 

しました。毎回講師が替わる新鮮さもあって、肩の凝らない雰

囲気の中で楽しく学習できました。学習で得られたものを次世

代の子ども達に伝えていくことも大切なことと考えています。 

新たな友人と知り合うこともできて、あっという間の一年間 

でした。           （村山剛督） 

狭山の魅力を掘り起こす講座です。歴史・文化・

自然・産業に係る話題を狭山に縁のある方に熱

く語って頂きます。講義録は市民の共有財産と

してすべて、冊子「語り継ぎたい狭山の魅力」

として出版しています。（リーダー 川口彰久） 

 

身近な情報を的確に発信するための知識と技

術を学んでいます。シャッターチャンスを逃さ

ないようデジカメはいつも携帯。パソコンで制

作した冊子、リーフレットは印刷屋さんも驚く

ほどの出来栄えです。 （リーダー 米田香子） 

 

   私が  ふるさと学講座に申し込んだ理由は、魅力的 

な人に出会えると思ったからです。期待どおり、素敵な方ば 

かりでした。親切で、色々なことに取り組んでいたり、時間を大

切に使っていらっしゃいます。 

講座の魅力は、ここでしか聞けない 裏話。「語り継ぎたい狭山 

の魅力」は、貴重な一冊です。  （野口昌美） 
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地域の防災リーダー養成講座 

地域を支えるソーシャル･ビジネス育成講座 ４年前受講したいきがい学科で「人のために生き 

ることが生きがいに通じる」と教えられました。仕事中心の 

生活しか知らなかった者には新鮮な驚きでした。以降、これを実

践するため模索していた時に「認知症・少子高齢化・孤独死・子

育て支援などの問題を、ビジネス的手法で解決して地域に尽く 

す」この講座を知ったのです。現在、その目的実現に向け思 

いをはせております。      （六車徳誠） 

まちづくり担い手養成講座で立ち上げた「まちじゅ 

う健幸サロン・レインボークラブ」存続のために、ソーシャ 

ルビジネスの必要性を感じて受講しました。望月教授の「ソーシ

ャルデザイン」、その土地に昔からある物を再認識して生かすま

ちづくりは興味深かったです。これから先も新たな学びを期待し 

ています。優れた人との新しい出会いはとても楽しく、充実 

した講座です。         （木下保子） 

難しそうで面白くなさそうな講座だと思って臨ん 

だが、受講してみると、私が50年以上続けているレクリエー 

ション活動の中で大切にしてきた「遊び心」を、講師の方々が大

事にしながら多くの人を巻き込み、楽しく活動をしている様をお

聞きしびっくりした。自分の楽しさだけでなく、そこで得た知識 

を地域に還元していく必要性を強く感じることが出来る講 

座であり、残りが大変楽しみである。 （飯田弘） 

身の回りに存在する様々な社会的課題ー例え

ば高齢者介護、子育て支援、過疎地域の活性化

などーを解決し、事業として継続するための資

金作りなど、いかにして活動を広げ賛同者を集

めるかを学ぶ講座です。（リーダー 江頭誠治） 

 

本講座は防災に関する基礎を習得していただ

くと共に、講座終了後は地域に戻られ、防ぐこ

とができない災害に対して如何に減災にとど

められるかを地域の皆さまと共に構築してい

くための講座です。 （リーダー 片寄傳一） 

21 名でスタートした講座も中盤戦。災害時自ら指 

示を出す想定は難しかった。今日は初めての実習で心臓マッ

サージや AED、応急時の手当てを学び、小児や乳児の対応も知

った。残念なのは女性が少ないこと。確かに男性の力や行動力

は必要だが、女性ならではの活躍も必須。多くの女性の参加を 

希望したい。そして、自分がその時できることを残りの 

講座で身につけていきたい。  （中村睦子） 

全国で台風等の被害がある中、いざというときに 

動けるようにと今回受講しました。講座では実際の災害を想 

定した訓練が行われ、被害時に自分がどう動けば良いのかイメ

ージできたのは大きな自信となりました。AED も、女性の場合

は目隠しをするなど細かな配慮も必要だと学びました。女性や 

子どもの視点からの防災を考える上でも、より多くの女性 

の方に参加して頂きたい講座です。（日野恵美子） 

自然災害に対し日ごろから心掛けておきたい事、備 

えておきたい事、避難所防災会の組織編成、トイレの問題等、 

具体的にお話を戴きました。普段体験できない実技訓練にも多く

の時間を割いて戴き、「イザという時身体が自然に動き出す」に

近づいた様な気がします。もしも地震が来たらと怯えるのではな 

く、いつも備えは出来ている、どんな時にも主体的な姿勢を 

取れる、その様になりたいと思います。（内山啓） 
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トレッキング講座 

韓国語講座「るんるんハングル」 

日頃の運動不足解消と〝山に行きたい“という思い 

から初めて受講しました。初回から雨と全身の筋肉痛に認識 

の甘さを痛感し、それからは、日々体力作りを心がけました。座

学、実地で〝歩き方”をご指導頂き、皆様の「大丈夫ですか？」

のお声がけに助けられなんとか一年を終えることが出来ました。 

登り切った山頂での皆の笑顔と心の解放感！来年はどの山 

へ？今から楽しみにしております。（大木佐和子） 

今日は野外学習 10 回目。秋晴れの下、葉を落とし 

た林の中を登って行く。回を重ね、生徒 32 名互いのペース 

が分かったところでもう卒業。講師は晴れた日の山歩きは無論

のこと、雨に濡れた緑の中を歩く楽しさを説き、たとえ出発でき

なくても、現地の味や文化に触れる楽しさを語ってくれた。カ 

サ、カサ。乾いた枯葉を踏む音が心地よい。そう、我らとき 

どき、野の人、山の人。     （西宮努） 

山行の企画・立案で山のイメージを抱き、山の「頂」 

に立った時の「達成感」は何物にも代えがたいものでした。 

講師の先生からの安全に登下山するためのノウハウは、微に入り

細にわたるもので、それを実践する 1 年でした。市民大学トレッ

キング講座での学びを胸に刻み、山仲間とコミュニケーションを 

図り、今後は笑顔のたえない「山行」を楽しみ、第 2 の人生 

を大いに謳歌したいと思います。（佐藤日出夫） 

単語をある程度知っていれば、一年後には片言会 

話はできると高をくくっていました。しかし、私は日本語的 

発音のままでした。るんるん講座は林先生の熱くユーモア溢れ

る講義後、隣席の担当スタッフと懇切丁寧な復習をする形をと

っています。自ずと質問が飛び交い、教室中に会話が弾みます。 

この雰囲気からハングル発音を体得しようと一念発起。も 

う一年受講する決心をしました。 （堤和義） 

以前から韓国ドラマが好きで、あの記号のような 

ハングル文字を読んで話してみたいと思うようになりこの 

講座を受講しました。先生のお話が毎回楽しく、あっという間に

終わります。最近は自然に挨拶ができるようになり、ハングル文

字も何とか読めるようになりました。みんなで行った韓国旅行 

も、現地の人々と交流し、文化にもふれることができ、私 

にとって最高の思い出になりました。（大野礼子） 

私が受講する気になったのは、ホームステイのホス 

トとして韓国の方々を受け入れ、また訪問し、会話ができず 

苦労したからです。4 月より夫婦で講座を受けていますが、なか

なか暗記できず苦労をしていますが、補助の先生や受講生の皆様

の応援もあり、楽しく学んでおります。国際交流をもっと楽しく、 

友人の輪を広げられるように、早く会話ができるようにこ 

れからも楽しみながら学んでいきます。（河田允順） 

ハングル文字の読み書きから短文作り、ミニ会

話ができるようなカリキュラムで、入門過程と

して、初めから学習したい方が対象です。日韓

文化交流の担い手養成を目的に、皆さんが楽し

く学習しています。 （リーダー 古賀逸明） 

 

開講して早や５年目を迎えています。最近山登

りを楽しむ人口が急増していますが、事故も多

発している状況です。安全な山登りの基本を学

習し、自然と触れ合いながら仲間作り、健康作

りにチャレンジ中です。（リーダー 小林常男） 

 



 

 

 

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。 
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さやま市民大学 検索 

スマートフォン用ＱＲコード 

「さやまっちガーデナー」とは？ 

ホットな修了生団体の活動を紹介します。 
シリーズ ! 活 躍 中 

名 称 ： さやまっちガーデナー 

代 表 ： 関谷道雄 

設 立 ： 平成27年３月20日 

会 員 数 ： 41 名 

設立趣旨 ： 花好きの仲間が集まり相互の親睦や交流

を通してガーデニングの知識や技術の

向上を図るとともに、花と緑による潤い

のあるまちづくりをめざします。 

講師の指導のもとに苔玉づくり 

●花好きの仲間とともに 

花と緑による潤いのあるまちづくりを目指して 
 

本会は、「まちのガーデナー養成講座」の修了生により

平成27年に発足しました。まだ２年も経過していないほ

やほやの会ですが、少しずつ活動を確かなものにしていき

たいと思っています。主な活動は次の通りです。 
 

１ 定例会における活動 

 年によって若干違いますが、市内外のオープンガーデン

訪問、苔玉づくり、リースづくり、オープンガーデン庭

主さんとの話し合い、門松づくり、講演会などを行って

います。 

２ 園芸に関する活動 

 自分たちで思い思いの苗を育て、毎月の例会で交換がで

きるようにしています。また、学園祭では市民の皆さん

に提供しています。 

３ オープンガーデンに関する活動 

 さやまっちガーデン(オープンガーデン)が、28年４月

にスタートしましたが、スタートに当たりガーデンプレ

ートやマップ、チラシなどを作成しました。 

平成29年度さやま市民大学受講生募集  

 
■ 下記の日程で、開講講座の説明会を開催します。 

      当日は、各講座リーダー・スタッフが講座内容についての説明、ご相談にも応じます。 
 

月  日 時   間 場   所 

２月１３日（月） １０:００～１５:３０ 中央公民館 調理室（３Ｆ） 

２月１４日（火） １０:００～１５:３０ 中央公民館 調理室（３Ｆ） 

２月１５日（水） １０:００～１５:３０ 中央公民館 第４学習室（３Ｆ） 

２月１６日（木） １２:００～１５:００ 市民交流センター コミュニティホール前 
（SSVC10周年記念フェスタ 会場）  

２月１７日（金） １０:００～１５:３０ 狭山元気プラザ 

２月１８日（土） １０:００～１５:３０ 狭山元気プラザ 
 

■ 募集期間 ２月10日～３月10日（申し込み方法などは、受講生募集案内をご覧ください） 

mailto:shimindaigaku@sayama-kyoudou.or.jp
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