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特集「みんなで楽しく学びあい！」 
輝け！草加っ子 
「新田西文化センター」がオープンします！ 
生涯学習市民推進会議は 
何かを見つける　ここから始まる　 
そんなあなたをお手伝いします！　　　　　 
 

今号の内容 

「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、紙面で取り上げて欲しいこと、アイディアなどをお寄せください。お待ちしています。 

ご意見募集 ご意見募集 

そう
かわがまち

草加市生涯の日2010 
あそびにおいでよフェスティバル 
草加市生涯学習の日2010 
あそびにおいでよフェスティバル 
草加市生涯学習の日2010 
あそびにおいでよフェスティバル 
草加市生涯学習の日2010 
あそびにおいでよフェスティバル 

　会議室や体育館では、指導者バンク
登録者による生涯学習体験コーナー、
子どもあそびコーナー、茶道コーナー、
プラネタリウムコーナー、ものつくりコー
ナーがあります。 
　また、ホールでは草加市レクリエーシ
ョン協会加盟団体による活動成果の
発表があります。 

日　時 平成２２年３月２１日（日） 
午前9時30分～午後3時30分 

会　場 草加市立中央公民館 

体験コーナーの申し込み・問い合わせは生涯学習課へ 蕁922-2819 
レクリエーション大会の問い合わせは文化・スポーツ振興課へ 蕁922-2861
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生涯学習体験コーナー参加者を募集します！ 

午前10時 
～ 
正午 
 

①午前10時 
～ 
正午 
 

謡曲・古文書を楽しもう 

笑顔でレッツダンス！（フォークダンス） 
ホール発表あり 

みんなで楽しく踊ろう！（新舞踊） 

カイロプラクティック教室 

スポーツ吹き矢体験会 

着付け教室 

アイリッシュハープを弾いてみよう 

楽しく歌い、楽しく聴くカラオケ 

ハワイアンフラ 
ホール発表あり 

今井　規雄 10人 

30人 

30人 

30人 

各20人 

10人 

30人 

30人 

30人 

なし 

運動しやすい靴、服装 

扇子1本 

タオル 

なし 

長じゅばん、小紋（浴衣でも 
可）、こしひも、帯、足袋 

なし 

メモ用紙 

なし 

井口　弓子 
長沢　雪子 

片山　初美 

三浦　祐介 

工藤　福男 

牛崎　恭子 

吉成　悠子 

福澤　　實 

根岸　　希 

琴を弾いてみよう 10人 なし 白橋　昌江 

午前10時 
～ 

午後0時30分 

午後0時30分 
～ 

2時30分 

午後1時 
～ 

3時30分 

午後1時30分 
～ 

3時30分 
 

②午後1時30分 
～ 

3時30分 
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　生涯学習を始めてみたいと思ったとき、皆さんはどうしていますか？草加市には草加市生涯学習指導者バンク制度があり、
登録した技能を皆さんにおすそわけして、一緒に学んでいきたいという方がたくさんいます。今回はパソコンと音楽分野から６
名の素敵な草加市生涯学習指導者バンク登録者を紹介しますが、他にも絵画・料理・手芸・着付け・外国語など８０以上の分野
に亘り、１５０人以上の方々が登録しています。ご近所の先生を探して、いっしょに学び合うのはいかがですか。 

指導者ＰＲ情報 
　草加に移り住んで５年。これまでの作曲家としての活動、実
績を活かし、地域の皆さんに、もっとクラシック音楽を身近に感じ
てもらえたらと思い、草加市生涯学習指導者バンクに登録しま
した。楽譜や音符が分からなくても音楽は楽しめます。音楽はも
っと身近なものです。音楽の字のとおり、楽しまなくてはいけませ
ん。音楽理論というと専門的で難しく感じますが、音符で遊ぶグ
ループワーク、やさしい歌づくりなど、数名の仲間が集まって気
軽に楽しめる講座を企画しています。また、合唱指導や合唱曲
の編曲やアドバイスも行います。 

主な活動地域 

鈴木　　聡 

登録分野 
音楽理論 
（作曲、編曲） 

指導者ＰＲ情報 
　「笑う門には福来たる」「笑いは百薬の長」をモットーに、心の
底からの笑いと、懐かしい歌、新しい歌、手話歌などで、「脳を活
性化し健康を得る方法」と思いついたのが、「歌声」を始めたき
っかけです。 
　昭和30～40年代に流行った「歌声喫茶」への郷愁にかられ
た者同士が、人生の一瞬一瞬を楽しく有意義に過ごしていま
す。 
　喉という楽器を上手に鳴らしてみませんか。笑いという腹式呼
吸による健康と友人が得られます。 
 

主な活動地域 

武田　宏子 

主に草加市や八潮市、
足立区で活動していま
す。 

登録分野 歌　声 

指導者ＰＲ情報 
　以前は、私もパソコンスクールに通っていましたが、通り一遍
で多くの参加者がついていけなかったことや受講料が高額だっ
たことを受け、私自身が教える立場になろうと思ったのが指導者
を始めたきかっけです。 
　中央公民館では、「スクール（教室）」ではなく、「サークル（参
加者の輪）」として楽しく活動しています。また、お金をかけずに、
パソコン内の機能（ワード・エクセル）のみを使って、参加者と工

夫しあいながら指導しています。 

 

主な活動地域 

今井　幸子 

草加市立中央公民館
で、主に中高年者の初
心者を対象に指導して
います。 

登録分野 パソコン 

指導者ＰＲ情報 
　クラシックギターを広く人々に知ってほしいという気持ちから活
動を始めました。 
主に中高年の方を対象にギターの音楽指導を行っています。ま
た、定期的にレッスンを行い、年に１～２回のコンサート（発表
会）を行っています。 
　クラシックギターを弾く技術は個人差がありますが、最低限と
してメロディーだけは弾けるように教えています。 
　ギターは手軽に持ち運びが出来て、どこでも演奏が可能で
す。上達して良いギターを手にすれば、人生、毎日がバラ色にな
ること、まちがいなし！！ 

主な活動地域 

林　　晶彦 

草加市内（川柳、谷塚、
瀬崎、稲荷、柿木町な
ど）で活動しています。 

登録分野 ギター 

指導者ＰＲ情報 
　娘の学校でハンドベルを初めて耳にした時に体が震えるほど
の感動を覚え、私もやってみたいと思ったのが始めたきっかけで
す。良き指導者に出会い、日本ハンドベル連盟から、指導者とし
ての認定を受け、皆さんと活動をはじめて１８年が経ちました。 
　「天使の語らい」と言われるハンドベルの音色は、人々に感
動を与え、心を和らげ、気持ちを明るくし、聞く人の心に深い安ら
ぎを与えてくれます。また、練習では共同作業で一人ひとりを大
切にすることから、協調性、連帯感、辛抱強さが培われるのも魅
力です。練習の結果、コンサートや老人ホーム、学校などで演奏
する事も喜びです。 
 

主な活動地域 

川村かつ緒 

週に１回練習し、草加市
内を中心に活動していま
す。 

登録分野 ハンドベル 

指導者ＰＲ情報 
　シルバー人材センターの同好会では、春はワード、夏はエクセ
ル、秋から冬はデジカメやメール、インターネットと、一年間を通じ
同じメニューで行っています。参加者は皆さん熱心に頑張って
います。パソコンを仕事としてではなく、趣味として楽しみながら
仲間作りもしたいと思っている中高年や障がい者の方々の力に
なれたらと思っています。皆さんから「パソコンをやっていてよか
った。楽しみが増えた。」と言われることが一番うれしいです。こ
れからも皆さんのお役にたてればと思っています。 
 

主な活動地域 

鈴木　紘一 

　シルバー人材センター
にて中高年パソコン同
好会の講師をしていま
す。また、社会福祉施設
での身体障がい者向け
のボランティアレッスンを
しています。 

登録分野 パソコン 

　これまでに、東京、富山、
岩手などで文化庁事業や
地域の生涯学習活動に
協力してきました。県内で
は県民活動センターで、初
心者でも楽しめるやさしい
作曲法講座など手掛けて
います。また、鎌倉市でも音楽講座を予定しています。 

　草加市生涯学習指導者バンクは、専門知識を有する方や学

習成果を活かして学習活動を支援したいと考えている方々が

生涯学習指導者として登録し、学びたいと考えている皆さん

の需要に応えるシステムです。このシステムは、知識、経験及

び技能をおすそわけすることにより、市民が互いに学び合うと

いう学習活動の循環化・活性化を目的としています。 

　知識や技能をお持ちの皆さん！！ 

　ぜひおすそわけする気持ちで、生涯学習の指導者となってく

ださい。そして、何かを学びたい、始めたいという方は、ぜひ指

導者バンクを活用してください。生涯学習を通じて人と人を

繋いでいくことが、草加市生涯学習指導者バンクの究極の目

標です。 

 

草加市生涯学習指導者 
バンクをご存知ですか？ 

登録と活用の仕方 
登録：あなたの趣味や特技・知識を登録します。 

利用：①あなたが興味のある分野を選び、申請します。 

②申請した分野の指導者の情報を提供します。 

③指導者と直接連絡をとって、交渉後、学習します。 

④学習後、結果を報告します。 

お問い合わせは生涯学習課まで 蕁9 2 2 - 2 8 1 9

指導者 
登録 教育委員会 

（生涯学習課） 

学習者 
申請 

学習者 
提供 

学習者 
交渉・学習 

指導者 

学習者 
報告 

教育委員会 
（生涯学習課） 

教育委員会 
（生涯学習課） 

教育委員会 
（生涯学習課） 
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輝け！草加っ子 輝け！草加っ子 輝け！草加っ子 

編 集 後 記 編 集 後 記 

何かを見つける　ここから始める　そんなあなたをお手伝いします！ 何かを見つける　ここから始める　そんなあなたをお手伝いします！ 

ふるさと草加のまちを、青少年の目線で考えます！ 

このコーナーでは、子ども編集委員が未来の草加を
担っていく草加の子ども達の活動をお伝えします。 

草加未来人サポート審議会　青少年部会 

活動地域 

対象年齢 

創　　立 

代　　表 

委 員 数 

 

問 合 せ 

草加市内全域 

中学2年生～22歳以下 

平成17（2005）年 

勝倉　輝仁（部会長） 

平成21年度15名（審議委員を含めると27名） 

草加市子ども未来部子ども政策課青少年係 
所在地：〒340-0014　草加市住吉2-2-8 
　　　　　　　　（勤労青少年ホーム） 
電話／928-6421　FAX：928-9632

第2回 

　今回は、青少年が自分達の住むまちについて真剣に考えている、草加未来
人サポート審議会青少年部会を紹介します。  
　未来人サポート審議会とは、主に「青少年の居場所づくり」や「青少年の
参画の実現」について考えることを目的に、平成１７（２００５）年に発足
しました。青少年部会では、毎年度、中学２年生から２２歳までの方の中か
ら委員を募集し、草加市長の委嘱を受け、活動しています。現在は「青少年
が気軽に利用できる施設づくり」をテーマに、毎月１回開かれる青少年部会
及び年に数回開かれる大人との合同審議会において、熱意に満ちた討論が繰
り広げられています。そのほか、市内中学校でアンケートを実施したり、近
隣の青少年施設を見学したりと、精力的に活動しています。青少年部会長で
ある勝倉さんは、「次の世代の青少年が明るく過ごしやすい生活を送ること
ができるように、私たちは活動しています」と語ります。草加の青少年の生
活を変えることができるのは、我々青少年自身です。少子高齢化が進み、青
少年への関心が低い今だからこそ、草加の青少年が立ち上がるべきではない
でしょうか。（文/子ども編集委員　勝間） 
 

委員になって、自らの手で青少年 
の未来について活動してみませんか。 

応募資格、方法については 
「広報そうか」2月号をご覧ください。 

●今回取材させていただいた方たちは、みんな素敵な方たちでした。自分の持っているものの「おすそわけ」が生涯学習。それがと
てもよくわかりました。（Ｙ．Ｋ） 
●今年初めて委員になり、知らない事の多さに気付かされます。今年はまず、自分が吸収すること！それから少しづつ皆さんのお役
に立てたらいいなと感じさせられました。（Ｓ．Ｙ） 

●みんなのステージ・活動の舞台、そんな気持ちで編集作業のお手伝いをしました。皆様との笑顔・であい・ふれあい・多くの糧を頂きありがとうございました。（Ｈ．Ｕ） 
●初めて編集に参加しました。熱意ある多くの指導者の方と出会い、学びたい皆さんにぜひ紹介したいと思い頑張りました。（Ｆ．Ｈ） 
●僕は、子ども編集委員を務めている中学３年生です。まさに現役で学習している世代です。相田みつを氏の「一生勉強　一生青春」という言葉にあやかって、生涯学習をして
いきたいものです。（Ｔ．Ｋ） 
●一人でも多くの市民の皆様に、活用される学習の場や、お手伝いいただける先輩方が草加市生涯学習指導者バンクに大勢登録されていることを改めて知ることができ、それ
だけで私自身も少し視野が広がった気がします。情報を得ることが学習の第一歩かも…（Ｔ．Ｓ） 
●昨年にも増して今年も楽しい企画を行っていきます。お楽しみに。（Ｙ．Ｔ） 
●出会いが人を成長させてくれることを改めて確認でき、楽しい編集作業でした。仲間っていいですね。（M.O） 
 

がオープンします。 「新田西文化センター」 「新田西文化センター」 「新田西文化センター」 
　草加市立清門小学校の南隣に、新田西公民館が平成２２年４月１日（木）
新田西文化センターとして新たにスタートします。 
　全体に光を取り込み、環境にも配慮された明るい建物となっています。 
　貸し出し施設として、ホール、調理室、実習室、和室、第１・第２会議室
（一部屋として使用可能）、第３会議室があります。 
　その他の施設として、図書コーナー、託児室等があります。 
　なお、新田西公民館の業務は３月１５日（月）まで通常どおり行います。 
 

　生涯学習の実践活動、普及奨励
を行うためにスタートした生涯学習市

民推進会議。現在は、草加市教育委員会教育長の委嘱を受けた２０名の委員
が２つの部会に分かれて活動しています。情報部会では広報折込情報紙「マ
イ・ステージ」や生涯学習情報誌「ガイドブック・マイステージ」の企画・編集、
活力支援部会では草加市生涯学習指導者バンク登録者を講師に迎え、生涯
学習体験会などの企画・開催を行っています。 
　生涯学習市民推進会議では、草加市生涯学習指導者バンクの活用・発展
に向けて活動し、皆さんの生涯学習の実現に向けてお手伝いしていきます。 
 

草加未来人サポート審議会 
青少年部会委員を募集しています！  
 

草加未来人サポート審議会 
青少年部会委員を募集しています！  
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