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Ｐ２～３　特集　草加って、こんなまち 
P４　　　平成塾活動合同発表会開催 
　　　　指導者バンク登録者紹介 
　　　　「ガイドブック　マイ・ステージ」発行 
　 
 

今号の内容 

平成19年6月5日……縟 

新栄中央公園【新栄町】 

そうか公園【柿木町】 

東福寺山門【神明一丁目】 

氷川中公園（氷川第1児童遊園） 
【氷川町】 

谷塚上町みなみ公園 
【谷塚上町】 

松尾芭蕉像 
【神明二丁目】 

礼場河岸公園 
【神明二丁目】 

富士浅間神社本殿【瀬崎町】 

葛西用水ウォーキング 
コース【稲荷五丁目】 

「マイ・ステージ」は生涯学習に携わる市民の編集で紙面づくりをしています。読んだ感
想やご意見、特集して欲しいこと、アイディアなどお寄せください。お待ちしています。 

ご意見募集 ご意見募集 

みなさまのこころの中心（ど・真ん中）に、いつも「ふるさとそうか」が存在していて欲しいという 
編集委員の想いを込めて… 

そう
かわがまち

指導者バンク登録者紹介 指導者バンク登録者紹介 指導者バンク登録者紹介 

●芸術・文化／詩吟・ピアノ・琴・ソ

ルフェージュ・ギター・フルート・

歌・ハープ・音楽・エレクトーン・ト

ロンボーン・オカリナ・三味線・民

謡・油絵・水彩画・陶芸・写真・書

道・ペン習字・ペン字・硬筆・茶

道・フラワーアレンジメント・生花・

フラワーデザイン・新舞踊・日本

舞踊 

●スポーツ／ウェートトレーニング・

健康体操・自彊術・レクリエーショ

ン・ヨガ・骨盤体操・フラダンス・

古武術・スポーツ吹矢 

●家庭生活／お菓子・料理・リボン

アート・編み物・刺繍・ラッピング・

洋裁・話し方・着付け・カラーセラ

ピー・植物療法・アロマテラピー・

インテリア 

●趣味・娯楽／手品・カラオケ・園

芸・庭木の剪定・トールペイント・

工作・似顔絵・ガラスクラフト・建

築模型・自然観察 

●人文・社会科学／俳句・国語・紀

行・古文書・美術史・謡曲  

●自然科学／環境教育・ナノテクノ

ロジー・数学 

●情報・通信／パソコン 

●国際／英語・中国語・ドイツ語・

日本語 

●福祉・教育／うつの知識・男女

共生・余暇・生きがい・コミュニケ

ーション・人権・がんの知識・生涯

設計・心理学・経済学・相続アド

バイス 

生涯学習指導者バンク 
 

生涯学習指導者バンク 
 

生涯学習指導者バンク 
 

2007年生涯学習情報誌 

～すてきな先生を紹介します～ ～すてきな先生を紹介します～ 

・詩吟は、丹田から声を出して吟う、大衆芸能です。感性
を磨き、詩情豊かに表現できる魅力は真に陶酔境です。
仲よく、楽しく、元気はつらつ、ストレス解消しませんか。 
・コトバを交わし、相手との心理的距離を親しくする接し
方が「コミュニケ－ション話し方」です。自分を生かし相
手を生かすあいさつ。会話を笑顔で交わせるよう願って
います。 

・牛崎恭子さん（着付け） 

指導者バンク登録者分野（平成１9年5月現在） 
 

※場所については2ページの地図を 
　ご覧ください。 

　生涯学習指導者バンク（助っ人バンク）は、生涯
学習に関する指導者を登録して、学習を希望する市
民に、指導者の情報を提供する制度です。　 
詳しくは生涯学習課まで　TEL ９２２－２８１９ なかじままさとし 

うしざききょうこ 

・中島政敏さん（詩吟・コミュニケ－ション） 

・生涯学習課・市役所情報コーナー・草加市文化会館・市内各サービスセンター 
・市内各コミュニティセンター・市内各公民館、文化センター・中央図書館 
・勤労青少年ホーム・勤労福祉会館・記念体育館・市民温水プール 

「ガイドブック　マイ・ステージ」設置場所 

　着物で、出かけてみませんか？ 
日本民族衣裳、着物、礼装だけでなく普段着として… 
お友達と食事、観劇などなど、あなたの内面の美しさをき
っと表現出来ると思います。 
　貴女自身で着付けし、和装の基本や小物にいたるコ
－ディネ－トのアドバイス等、一緒に学びましょう。 
　マンツ－マンもやっています。ぜひ、気軽におで
かけください。 

編 集 後 記 編 集 後 記 

 

詳細は 
2ページに 

平成塾 平成塾 平成塾 ～市内14塾で活動中！！～ ～市内14塾で活動中！！～ 
　草加市には、小学校の余裕教室を利用した全国でも珍しい
生涯学習施設「平成塾」があります。現在市内には14の平
成塾があり、講座、サ－クル活動、児童との交流事業等を行

っています。今年度も、日頃の活動成果を発表する合同発表会が開催されます。ぜひ、会場まで足をお運びください。 

●河野先生、佐々木先生の取材の機会を得ることができ、協力できたことは嬉しく、感謝しています。取材では楽しく学習させていただき、あっという間
に時間が過ぎていきました。特に３０～４０年前の草加市の話題は面白く、興味深い話でした。偶然ですが、お二人とも２０代で他市から草加市に移られ
教職に就かれています。「住んだら都にしなくては…」の思いが強いのでは。同感です。（Ｋ）　●永年草加に暮らしながら、取材や編集を通して、今ま

でと違う「想い」で故郷草加を見つめ直すことができました。更に草加を好きになり、大切にしたいものです。（Ａ）　●今回は２００７年問題に先駆けて、仕事から地域に戻ってくる方のために、草加市を再
発見して関心を持っていただきたいという願いを込めて特集を組みました。読んでいただいた方からの意見・感想をお待ちしています。（Ｉ）　●取材を通して、その内容を誌面に忠実に表現することの難
しさを痛感しました（Ｔ）　●今回身近な名跡２か所を紹介しましたが、草加には、遺跡や伝説がある所が多数あります。歴史を知り得るのに歩いてみませんか（Ｙ） 

平成塾設置小学校 平成塾設置小学校 
日時 
平成１9年６月２６日（火）～7月２日（月） 
 
会場　中央公民館 
 
内容　 
  
 
 
 
 
  
申込・問合せは　生涯学習課　９２２－２８１９ 

・草加小学校 

・栄小学校 

・新田小学校 

・両新田小学校 

・八幡北小学校 

・新栄小学校 

・瀬崎小学校 

・小山小学校 

・氷川小学校 

・清門小学校 

・青柳小学校 

・長栄小学校 

・新里小学校 

・八幡小学校 

合同発表会 合同発表会 

①作品展示（会場：ギャラリー） 
　６月２６日（火）午後１時から７月２日（月）午後１時まで 
②ホール発表（会場：ホール） 
　６月２８日（木）午前１０時から午後４時１０分まで 
③茶道お点前（会場：和室） 
　６月２８日（木）午前１１時～午後２時 
※茶道お点前に参加希望の方は、お茶券に限りがあ
りますので事前にお申し込みください。（有料：３００円） 

「ガイドブック　マイ・ステージ」発行しました！ 「ガイドブック　マイ・ステージ」発行しました！ 「ガイドブック　マイ・ステージ」発行しました！ 
「ガイドブック　マイ・ステージ」では、市内の公共施設等で活動しているサークル情報や活動写真、指導者
バンク情報を掲載しています。掲載しているサークルは約800団体。無料の情報誌ですので、ぜひお手に
とってご覧ください。 

　また、草加市のホームページでも、ガイドブックに掲載したサークルの情報を紹介しています。
（ホームページでは掲載希望サークルのみの紹介となっています） 

助っ人バンク 

漓 
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縱 ……平成19年6月5日 平成19年6月5日……縒 

　皆さんは、草加に何年住んでいますか？ 

長く住んでいても、「草加」について知っていることって少なかったりしませんか？ 

　そこで、今回はいきいきとご活躍中の方や歴史民俗資料館、市内の「ふるさと歩道」などを紹介します。 

ぜひ、今年は「わがまち再発見」の年として、家族や仲間同士で手作りの草加マップを作ってみませんか！ 

　きっと素晴らしい「たからもの」に出会えると思います。 ～愛するまちでたからものを探そう！～ ～愛するまちでたからものを探そう！～ 

そうか市民大学  そうか市民大学  

●春期講座案内（受付可能な講座をご案内します。） 

●秋期講座 

　旅が好き、花と緑が好き、自然が大好きと話す河野省子さんは緑花
文化士（みどりはなぶんかし）という資格も持つスーパーレディです。 
　福島県の教育者のご家庭に生まれ、昭和38年結婚を機に草加に移
り住んで40余年。草加市内の中学校で理科の教師として勤務し、現
在も多くの教え子が市内に在住しています。初めての草加の印象は
「東京の隣の街なの？ふるさとの福島より田舎」だったとか…。 
　「住めば都」…というより、「住んだら都にしなくては…」と草加に
想いを寄せています。 
　小柄なお身体のどこにパワーがあるのでしょうか。これまでにヒマ
ラヤ、南極、アンデス、アフリカ等、世界六大陸に足跡を残しています。 
　現在、綾瀬川の自然を散策する「綾瀬川自然観察同好会」の会長を
務めています。平成9年4月から48回シリーズで、「広報そうか」に花と
緑をテーマにしたエッセイも連載していました。 
　また、市内11校の小中学校の校庭の樹木の種類調査を行うなど、
現在も活躍中です。 
 今後は 、「草加市内全小中学校の樹木調査を続け、樹木マップを作
りたい」と夢も語っていただきました。 

第2のふるさと「草加」でご活躍中のお二人に話を伺ってきました。意外な共通点にも注目です。 

市民の力でオーケストラが呼べるまちを目指して！ 草加に自然は少ないので、人工的でも良いので緑を飾りましょう。 
緑を介してご近所付き合い 

佐々木久美子さん（西町在住） 河野省子さん（北谷一丁目在住） 

　島根県松江市で生まれ、学生時代まで過ごし、その後、弟とともに
草加市に上京しました。 
　草加中学校に音楽教師として赴任したころの草加の印象は、
「何もない田舎で油の匂いがする電車の通っている寂しいとこ
ろ・・・」。2年余りで結婚と同時に退職し、家庭に入り子どもが幼稚
園に入る頃になって、地元のアマチュアコ－ラスに入り、現役時代よ
り発声が衰えている自分を発見しました。そのことが、自分自身を磨
こうと考え、現在にいたるよいきっかけとなりました。 
　30余年の間に、合唱連盟の設立にも立ち会い四期会長を務めま
した。また、パインコンサ－トの前身をつくり、オ－ケストラと競演す
る市民参加型の現在に貢献してきました。 
　長く続けてこられたのは、金子みすずの詩の「みんな違ってみん
ないい」に共感し、人とのつながりや出会いが好きで知り合った人
を大切にしていきたいという気持ちがあるからです。今後は、市民
の力と音楽的環境のレベル向上に努めていきたいとのこと。個人
的には、2～3年後に自分が主演するオペラをやってみたいなと語っ
ていただきました。 
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草加の歴史を知るならぜひ…草加市立歴史民俗資料館 
　草加駅東口より北へ徒歩７分。市立草加小学校の旧鉄筋校舎を再利用した資料館
は、特徴のあるたたずまいで一目でそれと分かる建築物です。 
　鉄筋コンクリ－トの校舎としては、県下では最も古い建物です。この建物だけでも一
見の価値があります。入口にはスロ－プがあり、身体の不自由な方や高年者にも配慮さ
れています。 
　展示物は、江戸、明治、大正、昭和の民具、農具等が中心です。また、昭和４年に綾瀬川
で発見された縄文前期（約５３００年前）の丸木舟（全国で９例）や、今では見る事のでき
ない生活道具や民俗資料等が、１、２階の展示室に収集、保管されています。表紙　の写
真は草加市指定文化財の「手代町面芝居資料」です。 
　すぐ近くに東福寺もあり草加の歴史と文化に触れる散策コ－スになるお勧めのスポッ
トです。 

「自分をつくる、人と出会う、まちをつくる」を建学の理念として平成17年度から開催している「そうか市民大学」。 
今年度も、春期・通年講座が開講し、秋期講座に向けての準備を進めています。まだ受付可能な春期講座もありますので、お申込みはお
早めに！申込み、問合せは生涯学習課まで　TEL922ー2819 

現在7月の募集開始に向け、準備を進めています。詳細は今後の「広報そうか」でお知らせします。開講は9月～12月を予定しています。 

身近なところに名所・名跡あり！「そうかふるさと歩道・毛長コース」 
　表紙　の写真は、新里町にある「泉蔵院」の境内で発見しました！ 
　さらに境内では草加市指定文化財の「十三仏石像」「六地蔵石仏」を見ることができ
ます… 
　泉蔵院は「そうかふるさと歩道」の「毛長コース」順路となっています。谷塚駅を起
点とする全長７．５㎞のコースでは市南西部（谷塚町、柳島町、新里町など）の神社や寺院
を巡りながら草加探訪ができます。女性の長い髪の毛をご神体とする「毛長神社」に
は、ブランコ、鉄棒、滑り台、ベンチがあり、子どもの遊び場や憩いの場としても親しまれ
ています。また、草加の代表的な伝説である「毛長沼」や「むじなの恩返し」は新里地域
のお話です。 
    …遺跡、伝説を感じながら時間を見つけて歩いてみませんか？ゆったりとした時間が
流れることでしょう。 

    ※「そうかふるさと歩道」についての問合せは生涯学習課（９２２－２８１９）まで 

 

表紙に掲載した写真の位置情報です。 
お出かけになってみませんか？ 

●「そうかふるさと歩道」には、今回紹介した毛長コースのほ
かにも4コース設定されています。 
　▼下妻コース 
　　（柿木・青柳方面　８．４㎞） 

　▼綾瀬川コース 
　　（松原・新田方面　５．５㎞） 

　▼草加宿舟形せんべいコース 
　　（高砂・住吉・神明方面　５．０㎞） 

　▼辰井川コース 
　　（柳島・谷塚・谷塚仲町方面２．４㎞） 
 

●また、「そうかふるさと歩
道」以外にも、ウォーキングコ
ースがあります！ 
　▼辰井川コース▼綾瀬川コース 

 ▼そうか公園コース▼葛西用水コース 

 ▼外かんコース▼瀬崎コミュニティコース 

 ▼草加松原遊歩道▼谷古田・外かんコース 

　この８コースについては、草加市が作成しているウォーキング・マニュア
ル「歩いて健康！草加人！」で詳細を紹介しています。ぜひご活用ください。 
「ウォーキング・マニュアル」についての問合せは教育委員会生涯学習部
体育課（９２２－２８６１）まで 
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講　　座　　名 

草加郷土学 
～関東郡代伊奈氏と武蔵国東部農村～ 

まちの匠～鉄及びその他 

まちの匠～皮革 

6／23、6／30、7／14、7／28

7／14、7／21

6／16～7／21までの毎週土曜日 

草加市文化会館 

イヌイフュージョン株式会社 

草加市文化会館ほか 

8,000円 

6,000円（ほか材料費5,000円） 

6,000円（ほか材料費4,500円） 

講　座　日　程 会　　　　　場 受　　講　　料 

せんぞういん 

てしろちょうめんしばいしりょう 

けながじんじゃ 

    歴史民俗資料館 
    Tel  ９２２－０４０２ 
●入場無料 
●開館時間 
　９：００～１６：３０ 
●休館日 
　毎月末日・毎月第２月
曜午前・年末年始 

 建物外観 

 丸木舟 

むじなの森跡 

十三仏石像 

さ さ き く み こ  こうの せいこ  

毛長コース 

毛長川 
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