
 

「歴史ガイドの会」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 

おいでよ、学園祭へ！…10 月22 日（土）23 日（日） 

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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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 

 元気に生きたい。楽しく生きたい。誰でも願ってい

ることですが、本当に実現するには、そのための準備

と覚悟が必要です。人間は誰でも年を取ります。年と

共に肉体が老いるのは必然ですが、肉体よりもこころ

が老いる方が問題です。「年は取っても年はとらない」

という言葉がありますが、何かに向かう「目標」と「ひ

たむきな努力」によって、こころの老いをくい止める

ことは可能です。市民大学は、健康づくりと学習によ

り、「カラダ」と「ココロ」の老いをくい止める、健康

長寿社会に欠かせない大切な社会装置の一つです。私

たち皆の力で大事に育てていく必要があります。 

『人生は二幕目がおもしろい』は一般財団法人健康・

生きがい開発財団が2014年に出版した本のタイトル

です。この本には、「人生90年時代になり、定年後もま 

だ20年以上の長い年月があります。 

この年月を『人生の二幕目』と感じ 

て豊かに生きることがしあわせな長 

寿社会実現のカギ」と書かれています。 

生きがいにも３つのパターンがあります。一人称（自

分のため）の生きがい、二人称（相手のため）の生きが

い、そして三人称（他者のため）の生きがいです。他者

のために動く、社会に貢献する、他者とかかわることで

生まれる生きがい、すなわち『他者と共にある』という

三人称の生きがいから深い喜びが生まれます。 

私たちの市民大学は、三人称の生きがいづくりを手

助けする人材養成の役割を果たしたいと願っていま

す。人生の二幕目をうまく生きる活動事例を沢山生み

出していきましょう。      （学長 小山周三） 

人生は二幕目が面白い 
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 第3回さやま市民大学学園祭は、10月22日(土)、23日(日)に行われます。学園祭のテーマ「市民大学でまちづ

くり」に沿い、各講座とも成果発表の準備を着々と進めています。もちろん、名物となった手打ち蕎麦や軽食、

野菜販売など、今年もたくさんの模擬店や物品販売が予定されています。恒例のスタンプラリーもあります。た

くさんの方のご来場をお待ちしています。ご近所の方とお誘い合わせのうえ、おいでください。 

  

名 称 ： 狭山歴史ガイドの会 

代 表 ： 塩崎裕司 

設 立 ： 平成15年4月1日 

会 員 数 ： 25 名 

設立趣旨 ： 狭山市内に残る史跡・文化財を講演

やガイド活動を通じて広く市民の

方々に紹介し、同時にその方法と内

容の研修を続けて会員各自の啓発を

目指します。 

● 市内の史跡・文化財を後世に伝える 

当会は、狭山の歴史講座（旧SSCC狭山の歴史学科）の修了

生により平成15年4月に発足しました。 

結成の動機は、「狭山の歴史」とともに、市内に残る史跡・

文化財についても「史跡・文化財めぐり」として学習し、そこ

で得た知識を地域の方々に伝えたいとの思いからでした。発

足からすでに13年が経過し、その間に多くの活動をしてきま

した。主な活動は、以下のとおりです。 
 

１ ガイド支援 

➀「狭山の歴史講座」の史跡・文化財めぐりのガイド支援 

② 小学校の「歴史のお話」の学習支援 

③ 公民館、諸団体の要請によるガイド支援 

２ ガイドブックの作成 

➀ ガイド集…狭山市の史跡・文化財を訪ねる(1冊120頁) 

② 小冊子…狭山市の史跡・文化財を訪ねる(9冊各20頁) 
 

今後は、従来のガイド活動の場を広げると共に、市民の方々

へ史跡・文化財の啓蒙や保護活動を進めていきたいと考えて

います。 城山砦跡でガイドする当会会員 

パパ・ママのお助け隊養成講座 

英会話講座 

子どもたちのものづくり指導員養成講座 
（子どものものづくり体験教室の様子） 
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 9月5日には、学園祭ポ

スターの審査も行われ、優

秀作品3点が選出されまし

た。選ばれたのは、地域ジ

ャーナル講座芝田恵美子

さん、パソコン講座中級河

島克美さん、狭山地域ふる

さと学講座花形直平さん

でした。作品は市内各所に

展示される予定です。 

地域福祉とケアの 
あり方を学ぶ講座 
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子どもたちのものづくり指導員養成講座 

入門・実用英会話講座 
 

パパ・ママのお助け隊養成講座 

地域福祉とケアのあり方を学ぶ講座 

前回の学童期を終え、自分にも何かできること 

があるかもと思い、乳幼児期も受講させて頂きました。 

講座を受けると、自分の知らないことがたくさんありま 

した。知識があると言うのは、自分の心が豊かになり、人

に優しく接することができるのでとても幸せに思います。 

今後は貧困や虐待なども含め、地域や子育て世代の方々の 

お役に立つことができたらと思っています。今後の 

講座も楽しみです。（星野小百合） 

講座のたびに自分を振り返り、自分でも 

気づかなかった自分に出会うことができました。 

青い実学園の見学ではたくさんのことを教えて頂きましたが、

一番印象に残っているのは学園にいる時にしか笑顔になれない 

お母さんの話でした。ここに通うことができたら楽になれる 

方も多いと思うのですが、そのことを同じ母親という立 

場で伝えるのは難しいと伺い、それぞれの抱える悩み 

の深さを感じました。 （武田朗子） 

退職後、孫の世話に追われていましたが、受講 

できることになり感謝しています。本講座の良い所は、 

英国出身の先生に本場の英語で直接教えていただけるこ 

と、世界や日本の話題で視野が広まること、会話が多く皆 

さまと親交が深まること、私の衰えた脳が頑張ろうとする 

こと……等々たくさんあります。まだまだ未熟者ですが、 

毎回緊張感を持ちながらも、楽しく学ばせていただい 

ています。（実用・齋藤京子） 

 

４月から初めての市民大学参加です 💛 

入門英会話では、講師のマイケル・コーマックさん、 

リーダーの諸井さん、スタッフの方々、クラスの皆さんと 

毎週楽しく参加させていただいております。先日のオーストラ 

リア旅行では、さっそく税関、レストラン、ホテルなどで会 

話する場面がありました。これからも、楽しみながら 

自然に英会話ができるようになれば嬉しく思い 

ます。 （入門・宮寺京子） 

全国的に高齢化が進む中で、地域での福祉とケ 

アの在り方が課題となってきています。狭山市でも4分の 

1が高齢者となります。そんな中、ボランティア団体や個人 

での介護支援、見守り、ふれあい活動等が従来よりなされてい

ますが、この講座を通してこれから益々地域での支え合い、 助 

け合い、ケアが必要となって来ることを痛感し、少しでも 

役に立てる活動をしていきたいと思いました。 

（實吉悦子） 

講義では、地域福祉とは何か、福祉の歴史、 

変化、必要性、そしてまちづくり等々……、更に狭山に 

於ける福祉の現状や、各事業体の活動について学んでき 

た。福祉と言う狭い分野での講義であるため、重なる所が 

多くあったが、返せばそこがまた重要な箇所とも言える。 

全体を通して、地域のつながりと支え合いが無ければ 

地域福祉は成り立たないということが解った。 

（高木武志） 

子育て支援者を目指す20～70代の受講生の期待

に応えられるよう、約50名の講師を迎え、趣向を

凝らした20回の講義・演習があります。保育園等

での実習も体験します。保育（0歳～）があり、現

役ママも学んでいます。（リーダー 石川まちゑ） 

出産を機に、育児 

や地域の子育て支援について 

学びたいと思い受講しました。講 

義や実技、市内の施設見学に保育所 

実習等……、まさに｢百聞は一見にしか

ず｣。毎回貴重な体験をさせていただ

き、自分の財産になっているのを実感

しています。今後、育児に活かしてい

くのは勿論のこと、どんな時も自然と 

子どもに寄り添うことができるよ 

う、自分なりに学びを深めて 

いきたいと考えています。 

（清水珠美） 
＊保育室では講義 
の間、お子さんを 
お預かりしています。 

高齢化社会進行の中、福祉の隙間を埋める民間活

動対策が急がれています。市民大学はタイミング

良く、福祉活動を学ぶチャンスを作ってくれまし

た。修了生は知識を活かし魅力ある狭山市をつく

って欲しいと思います。 （リーダー 樋口敏雄） 

待望の講座がスタートしました。受講生は12名

と少なかったのですが、全員が興味（専門知識）

を持った人たちで、自ら作り上げていく完成度は

高く、8月20日の子ども体験教室に向けて着々準

備を進められました。 （リーダー 藤原俊昭） 
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2025年には75歳以 

上の高齢者が人口の17パーセ 

ントを占め、埼玉県は全国で最も 

急速に高齢化が進むと言われていま 

す。もう行政の力だけでは対応しきれま

せん。地域福祉とは、高齢者に限らず、

近くにSOSを発している人がいたら皆

で支え合う社会を築くことです。この講 

座は狭山市の福祉の現状を知り、多く 

の活動団体の取り組みを学び、自分 

に何ができるかというヒントを 

与えてくれる講座です。 

（久野恒彦） 

実用英会話講座は、 

地域の方々との交流と英語 

力を磨くためのとても良い講座 

です。言いたいことがわかっていて

も、なかなか英語が出て来ません。何

とか英語で意志の疎通を図ろうと四

苦八苦しております。マイケル先生

も、わかり易く、ユーモアを交えて教 

えてくださいます。日本に来る沢 

山の外国人の方々とお話ができ 

るのを楽しみにしています。 

（実用・古畑晶） 

入門は海外旅行、実用は海外のお客様を迎えての

対応等を学んでいます。英国人講師は社会的な話

題（英国のEU離脱問題等）も多く、受講生を魅

了。学校支援、東京五輪を視野に活躍することを

期待しています。   （リーダー 諸井寿夫） 

ものづくりや理科 

の面白さを伝えたいと受講す 

ることにしました。実際に受講 

してみると、自分が楽しんでいる 

ことに気がつきました。クラス全 

員がまるで子供に帰ったように、毎

回どうすれば良くなるのか、思い通り

に動くのか、考えることの楽しさを味 

わっています。この何故を考える楽 

しさを子供たちにどのように伝え 

るのか、難しいことですが頑 

張りたいと思っています。 

（細井昌平） 

8月20日、成果を試す機会が訪れた。当 

日は雨。31名の応募があったが、何人集まるのか心配 

だった。10時のスタートには4グループとも1年生から6年生ま 

での児童で埋まり、嬉しい悲鳴が聞こえた。私のグループは「浮

沈子」。ペットボトルがあれば簡単に作れるが奥深い。私も悪戦

苦闘した。子供の顔も、同伴のお母さんの顔も生き生きの一日で 

あった。次回の希望は、ロボット制作やプログラミング…。 

我々もうかうかしていられない。（樋口敏雄） 

講座の第一日目。開口一番「何それ！ 

不思議！手品みたい！」ペットボトルの中の浮沈子が 

上がったり下がったり……。アルキメデスの原理だそうだ。初

めての体験に次は何を作るだろうとワクワクした。８月には習

ったことを小学生に教える。科学の目を通して、理科好きな子 

を育てよう。そして狭山からノーベル物理学賞受賞者を出 

そう！と一期生の夢は大きい。（関口豊子） 


