
 

 政府の「働き方改革」審議の中でも、女性の活躍が期

待できる社会の実現が重要課題として取り上げられて

います。自分達が住み、暮らす地域社会にとっても同じ

ことが言えます。子育て環境、自治会活動、ボランティ

ア活動などのすべてにわたる地域活動の運営は、女性達

の関わり無しにはうまくいきません。安心・安全、地域

福祉、そして豊かな地域コミュニティを支える地域力の

中核に「地域女子」の力が欠かせません。 

今年度の市民大学講座の中に、女性の参加を意識した

新設講座を二つ開設しました。「狭山の民話語り部養成

講座」と「オンナ磨きは自分しだい、女子力アップ講座」

です。定員を超える受講者が集まり、人気講座に育って

います。既設の「楽しいガーデニング講座」や「パパ・

ママのお助け隊養成講座」なども、 

女性の参加を意識した学びの場とし 

て位置づけてきました。地域女子の 

力で、新たな地域の活性化につなげた 

いという想いが私たちにあります。 

市民大学の講座から『語り継ぎたい狭山の魅力』の全

６巻が今春完成しました。歴史、民話、祭り、人物、自

然、文化、産業など多面的な視点から狭山の魅力を掘り

起こした貴重な成果物です。誇れる魅力と文化がたくさ

んあることに気づかされました。「狭山はとても住みよい

まちですよ」という愛着を込めた女性のクチコミが、狭

山に住み続けたい素敵なまちに変えることにつながりま

す。「学ぶことは語ること」を是非実践してください。 

 

女性の力が地域力の中核に 

クチコミから狭山は変わる 

に 

さやま市民大学のホームページもご覧ください。 

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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修了生団体の活動を紹介します 

 

シリーズ ! 活 躍 中 

◆「狭山げんきファーム」とは？ 

狭山元気大学の2012年度「ソーシャル ファ

ーム 援農者養成コース」と2013年度「畑のセ

ミプロコース」の修了生19名他、有志28名が、

元気大学で学んだ野菜づくりのノウハウを実

践するために設立した任意団体です。①野菜づ

くりを通し友達の輪を拡げる、②お互いに切磋

琢磨し野菜づくりの技術向上を目指す、③野菜

づくり経験者を多く確保し、援農支援ができる

ようにすることなどを目的に設立されました。 

 
後期講座受講生募集中 

■ 対象：市内在住・在勤・在学・市内で活動している16歳以上の方 

■ 募集案内・申込書：狭山元気プラザ、協働自治推進課、地区センター・公民館に用意しています。 

■ 申込み期間：平成30年９月14日（金）最終締め切り 

狭山の民話語り部養成講座 廣瀬神社で語る 
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講   座   名 期 間（曜日）時 間 定員 受講料＋保険料 

地域の防災リーダー養成講座 10 月 6 日～12 月 15 日（土）午前 25 名 5400 円＋800 円 

狭山の民話語り部養成講座 part2 11 月 5 日～３月 4 日（月）午後 30 名 8100 円＋800 円 

パパ・ママのお助け隊養成講座～学童期～ 11 月２日～２月 15 日（金）午前 20 名 7200 円＋800 円 

「食べる」ことから始める、からだ・心・くらし・まちづくり実践講座 10 月 13 日～2 月 23 日（土）午前 20 名 8000 円＋800 円 

ファシリテーション・スキル学習講座 11 月 7 日～11 月 28 日（水）夜 15 名 1800 円＋800 円 

 
第５回 「さやま市民大学学園祭」開催   皆様の御来場をお待ちしています！ 

■ 日 時 ： 10月20日（土）9：30～16：00 ／ 21日（日）9：30～15：00 

■ 会 場 ： 狭山元気プラザ 

■ テーマ ： ｢ 楽 習 博 」 ～ 楽しい学習成果の博覧会 ～ 

■ 内 容 ： 講座成果発表 講座内容の展示 実技 実演等 … 毎年好評の模擬店もあります。 

◆ 年間を通して野菜を作っています 

掘兼地区の農地を借用し、約30種類の季節ごとの野菜を

作っています。朝収穫した野菜は仲間で分配するほか、狭

山元気プラザ内のコミカフェとエントランスホールで、週

に２回有料提供しています。その他市内の地域のイベント

などで臨時に有料頒布会を実施しています。それらの売り

上げを、次の種苗、農薬などの購入費用に充てています。 

◆ 野菜づくりでまちの活性化を 

現在は会員が16名と減少の一途で、会のパワーダウンが

最大の課題です。一方、朝採れ野菜のお裾分けとして実施

している野菜販売は大好評です。季節ごとにタイミングよ

く提供するローテーション管理が上手くいったときが、野

菜づくり最大の喜びだそうです。今年５年振りに「暮らし

に活きる楽らく野菜づくり講座」が復活し、久々に新規入

会者が期待できる状態です。初めて野菜づくりを経験し興

味を持ってくれる講座の受講生が、修了後に入会してくれ

ることを期待しています。「最近では野菜づくりが好きな

人たちが増えてきているので、今後そういう人たちと連携

することによって、野菜づくりがまちの活性化につながる

ことを願っています」と代表の坪井幸男さんは語ります。 
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小山：市民が地域をつくる時代に入ってきていると言わ

れます。これからは女性の活躍抜きには、地域コミュニ

ティの維持・発展が考えられません。女性の力、女性の

目で見た狭山の地域づくりについてお話しいただければ

と思います。 

有賀：私は狭山に来て５年です。以前いた杉並に対して

特別な思いはありませんが、狭山に引っ越して、狭山に

愛着を感じています。市民大学の講座を受けて、さらに

住みやすいまちにしたいという思いが強くなりました。 

黒川：最近は、自治会や子ども会が少な

くなってきています。子どもが地域の中

で生きていくのには、やはりご近所さん

が大事です。子どもができてから、子ど

も会の大切さを知る部分が多いです。子

どもが外に出て、みんなに声をかけて貰 

える環境は、すごく大切なことだと思います。地域で家

族以外の人に見守られているというのは、子ども自身に

も幸せなことなので、私も近所の子ども達に気軽に声か

けをしていきたいなと思っています。 

● 経済って女性が回してる？ 

浅見：私は狭山市育ちですが、現在入間市に住んでいま

す。2020年のオリンピックで是非ボランティアをやって

みたいと思い、さやま市民大学の「さやまの国際交流と

異文化体験を考える講座」を受講しました。講師の方か

らのお話が興味深くて、自分の世界が広がりました。 

卯木：私は傾聴ボランティアなどの活動を二つやってい

ますが、つくづく女子力が地域力って思います。女性は

元気で外に出て行って、いろいろな地域 

活動に関わっています。経済って結構女

性が回しているように思います。はやり

の店にたくさんの女性が行列しているの

を見ると、何ごとも女性を味方につける

ことが大事なのがよくわかります。 

有賀：男性受講生にお話を聞いてみますと、現役時代の

狭山はただ寝に帰るだけの場所で、狭山のことはほとん

ど知らなかったとおっしゃっています。でも、女性は狭

山に根付いている人が多いような気がします。私は、地

域を支えてきたのは女性だと思いますね。 

浦辺：最近は女性も社会に出て行く方が多いので、地域

活動の声掛けをしても乗って来ないというのが私たちの

地域の実情です。無理して引っ張り出すとお互いに良く

ないので、自分の地域以外に住む方にボランティアをお

願いすることがあります。狭山市全体を見ると、自分の

地域以外で活動している女性も多いと感じています。狭

山の女性はすでに輝いていると思います。 

浅見：男性にはない女性の細やかな視点、

それを活かせるまちにできたらと思って

います。県主催のいきがい大学に通って

いましたが、今は、地域課題に触れられる

市民大学の良さを体験しています。 

小山：女性の視点で、まち、地域、社会の在り方を見直す

のはすごく大事なことです。私の経験では、男性比率の

高い委員会が多いように思いますが、女性の参加率を高

めたほうが多様な意見を聞けると思います。女性の視点

で課題を発見し、解決方法を考えることのできる市民を

増やすことも、市民大学の役割と考えています。 

● 市民目線での課題解決 

黒川：子どもが生まれてみて、近くに子どもだけで遊べ

る小さな公園が無いのに気づきました。ただ、狭山は自

然が多いまちなので、そういった点では子育てしやすい

と思います。 

小山：大きな公園はあるけど身近で遊べる公園が少ない

とよく聞きます。昔みたいに市の財政が豊かであれば作

ってもらえるでしょうけど……。市民の力と知恵で解決

していく必要がありますね。 

有賀：家のすぐ近くにごく小さな公園があります。ベン

チが置いてあって、お買い物の途中でちょっと休憩し

て、また帰っていくというふうに利用されています。お

年寄りの利用が多いですけど。その公園は、自治会活動

からできたと聞いています。 

小山：市民の交渉力、市民力ってすごいですね。自分た

ちの生活に必要だと思ったら、それをどうしたら実現で

きるかをみんなで考え、取り組まないと、簡単には実現

できないと思います。 

三好：「文化の狭山」をもっと盛りあげた

いですね。音楽会をやると言っても、無料

にも関わらず人が全然集まらない。近隣

の市で同じように開催すればたくさんの

人たちが入っています。 

小山：山本東次郎先生が毎年、狂言入間川を演じ、自ら

トークまでしています。それでも、前の方は一杯になり

ますが、後ろまで満席にならないのは残念です。 

三好：人間国宝なのにもったいないと思います。ＰＲが

足りないのかも知れません。素晴らしい伝統文化に触れ

られる身近な機会なのにね。 

● 女性ネットワークが地域を変える 

有賀：狭山の民話語り部養成講座に入って、初めて狭山 

に昔話がたくさんあるということを知り

ました。昔話の宝庫みたいな狭山を、もっ

と知らせたいですね。語り部の館みたい

なものができればいいかもしれない。定

期的にそこで語って、狭山の昔話をみん

なが知ってくれたらいいと思います。 

卯木：せっかく狭山茶というブランドがあるので、それ

を輸出できないでしょうか。また生産、製造、販売など

に携わる人をもっとたくさん雇用できれば、わざわざ都

内に出なくても働けるし、狭山市内にお金を落とすよう

な施設があれば、地域の中で経済が回っていきます。ち

ょっと気になっていることは、皆さん意外に広報とかホ

ームページとか見ていない気がします。広報さやまには

いい情報がたくさん載っているので、それを見て皆さん

がもっと外に出てくれれば、狭山には楽しいことがたく

さんあるという情報が広がっていくと思います。 

浦辺：女性のクチコミは役に立ちます。人の口は宣伝効

果100％だと思いますよ。 

小山：女性のネットワークを上手に使わないと情報は拡

散しない。オンナ磨きは自分しだい、女子力アップ講座

には女性ネットワークの拡大化に期待したいですね。狭

山が変わるきっかけになって欲しいです。 

● 学びが課題解決に反映する講座に 

浦辺：来年はいろいろな講座の中から二

つぐらいずつ抜粋して、一つの講座を作

ってみてはどうでしょう。いいとこどり

をした講座などがあったら参加したいで

す。もっと詳しく学びたい方は専門的な

講座に行っていただければと思います。 

三好：ペットボトルのリサイクル工場の見学などの体験

学習も楽しそうです。実際に見てみると、ごみ分別の大

切さが体感でき、環境問題への意識が変わると思います。 

黒川：パパ・ママのお助け隊養成講座は子育て中の誰が

聞いてもとても勉強になるので、もっと多くの人に聞い

てもらいたいです。私がこういう講座に参加しているよ

と友達に話しても、「へ～、すごいね」で終わってしまう

のはもったいないです。幼稚園や保育園に講座のチラシ

があれば、目にとまり受講につながるような気がします。

また、狭山市の行政に携わる方も講師に来ていただいて

いるので、もっと自分達の意見が市政に反映する講座に

なったら良いと思います。その場だけの議論で終わって

しまっては、本当にもったいないと思います。 

小山：皆さんから頂いた貴重なご意見を、早速市民大学

の運営に活かすつもりです。本日はご協力いただき有り

難うございました。 
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