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P2～3　特集　学びの場　発見！ 
　　　　「まんまるよやくで広がる“わ”」 
 
P4　　　輝け！草加っ子　第3回 
　　　　生涯学習指導者バンクコーナー 
　　　　　 
 

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

縄文時代の丸木舟 

草加市立歴史民俗資料館 

草加市立歴史民俗資料館

昭和30年ごろまで 
使われていた川舟 

手焼きせんべいの道具 

所在地　埼玉県草加市住吉一丁目１１番２９号 
電　話　０４８－９２２－０４０２ 
 

となりまち  となりまち  

　草加市立歴史民俗資料館は、郷土の歴史資料や民俗資
料などを収集・保管・展示し、教育・学術・文化の発展に寄与
することを目的とし、昭和58（1983）年11月1日に開館しまし
た。 
　市内の小学3・4年生は、「草加」を学習するために必ず訪
れる施設となっており、最近では近隣市町村の「歩こう会」や
「郷土研究会」の人たちも見学に訪れることが多くなっていま
す。多い日では来館者が一日100人を超えることもあり、年間
1万人もの方が訪れています。 
　展示室で目を引くのが、約5300年前のものとみられる縄文

時代のカヤの木をくり抜いた丸木舟で、市の指定文化財にな
っています。また、市内の児童たちが作った草加宿の模型や
草加の名産品であるせんべいを作る道具も展示されていま
す。二階には、草加市にゆかりのある文学者の資料が展示さ
れており、ここを訪れれば草加市の歴史と文化がよくわかるよ
うに工夫されています。 
　草加市立歴史民俗資料館の建物は、当初、草加小学校
西校舎として建築されたもので、埼玉県下初の鉄筋コンクリ
ート造校舎でした。当時としては大変近代的な建物であり、平
成20年に国の登録有形文化財となりました。 



縱 ……平成22年10月5日 平成22年10月5日……縒 

　「まんまるよやく」とは、埼玉県東南部５市１町（草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町）にある公共施設の
使用申込に対して、インターネットに接続したパソコン、携帯電話、ご家庭の電話機やＦＡＸ（コンピューターが応答し
ます）から、２４時間３６５日（保守点検時を除く）どこからでも抽選、空き情報照会や使用申込ができるシステムです。こ
の「まんまるよやく」を利用するには、あらかじめ「利用者登録（無料）」が必要です。詳しくは、「まんまるよやく」ホー
ムページを参照していただくか、利用者登録をする施設へお問い合わせください。 
 
インターネット：https://www.manmaruyoyaku2.jp 
携　帯　電　話：https://mobile.manmaruyoyaku2.jp 
※利用可能な携帯電話　docomo、Softbank、au、イーモバイル、ＷＩＬＬＣＯＭ 

　「まんまるよやく」をご存知ですか。「何かを始めたくても場

所がない…」という悩みを解決する便利なシステムです。草加

市内の公共施設に限らず、近隣の市町（越谷市、八潮市、三郷

市、吉川市、松伏町）の施設も使用申込ができます。「まんまる

よやく」で活動の“わ”、友達の“わ”、生きがいの“わ”を広げて

ください。 

　また、「何をしたらいいかわからない…」という方は、まずは

施設の見学から始めてみませんか。そこで、今回は「まんまるよ

やく」で利用できる近隣施設の中から、特色ある活動を行って

いる施設をご紹介します。いろいろなイベントが催されていま

すので、ぜひ足を運んでみて下さい。 

 

お知らせ

やしお生涯楽習館

田園ホール・エローラ

こしがや能楽堂

　平成２２年１月下旬より「まんまるよやく」のシステムが新しく

なり、利用者登録の更新が必要となりました。利用者登録の有

効期限は２年間です。２年を経過して引き続き「まんまるよやく」

を利用する方は、利用者登録をした施設にお問い合わせの上、

忘れずに更新手続を行ってください。 

■所在地　　埼玉県越谷市花田六丁目6番地1 

■電　話　　048（964）8700（財団法人越谷市施設管理公社） 

■アクセス　越谷駅西口から 

　　　　　　花田循環又は市立図書館行「花田苑入口」下車、徒歩3分 

■所在地　　埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東３－１４－６ 

■電　話　　048（992）1001又は1321 

 

■アクセス　北越谷駅東口から茨城急行バス「エローラ行き」

　　　　　　　で約２０分「中央公民館前」下車 

 

　越谷市では、平成２年度国の新規施策「地域文化振興特別推進事業」において、全国唯一６００年以上の歴史を持つ日本の伝統芸能
「能楽」の指定を受け、市民自らが謡い舞う「こしがや能楽まちづくり」を推進し、市民能楽や伝統芸能の拠点として国及び埼玉県の補助
を受けて、「越谷市日本文化伝承の館こしがや能楽堂」が建設されました。 
　「越谷市日本文化伝承の館こしがや能楽堂」は平成５年にオープンし、日本建築の粋を集めた建物です。樹齢４００年ものの木曽檜を使
用した能舞台や桟敷にも使用できるロビー・大広間をはじめ、和室・展示室・練習室・楽屋等を備えています。また、能楽はもとより、邦
楽・日本舞踊・詩吟・茶道等の伝統芸能、さらには地域コミュニティの場としてもこしがや能楽堂は利用されており、伝統文化を現代生活
に融和させ、次世代に引き継ぐ役割を担っているといえます。 
　越谷市では、このほか市民対象の文化推進事業として「謡曲」「笛」「太鼓」などの講座を開催し、１０年後の平成１5年には全て市民の
手による能楽の発表を行いました。現在もサークルとして学習は継続しているそうです。この事業のスタート時より「笛」の指導を続け
ている草加市在住の内潟慶三さんに、お話を伺いました。 
　内潟慶三さんは、「草加市も能とのかかわりが深く、町名（高砂・住吉・神明）からもそれがうかがえます。今後は草加でも、市民の方々
が能の歴史について学ぶことにより、もっと文化の香りの高いまちになってほしいと思います。」と熱く語られていました。 
　「こしがや能楽堂」の隣には、みごとな日本庭園が鑑賞できる「花田苑（廻遊式池泉庭園）」があり、ともに「日本文化ここにあり」を呈
しています。 
 

　平成元年７月に町制施行２０周年の記念に建設された松伏町中央公民館は、室内楽に高い評価のある５２５席の本格的な音楽ホ
ールを備えた施設です。松伏町の豊かな田園をイメージし、またホール建設にあたって音楽的なアドバイスとプロデュースをした
作曲家、故芥川也寸志氏の代表作「エローラ交響曲」から名前をとり、「田園ホール・エローラ」と名づけられました。エローラで
はプロの音楽家を多数招き、本物の芸術に親しむ機会を企画・提供すると共にアマチュアの音楽愛好家の育成も行っています。 
　公民館の施設としては研修室、工芸室、調理室などがあります。調理室の隣が保育室になっており、ガラス窓で仕切られている
のが特徴的で、調理をしながら子ども達の様子が確認できるので、お母さん方が安心して利用できます。公民館全体の利用者の
約８割が地元住民ということもあり、地域での文化活動の拠点となっており、町内のサークル活動、学習講座、中学・高等学校の音
楽活動や発表の場として多くの方に活用されています。 
　１階のロビーには地域の人々が集まる場所として、講座の案内、サークルの募集、地域の話題など多数のパンフレットが掲示・設
置されていて情報提供も充実しています。 
　エローラを利用したことがある草加市内の音楽サークル「kenafウインドアンサンブル」の代表小川裕美さんは「駅から遠いイ
メージはありますが、北越谷駅からバスが頻繁に出ているのでアクセスしにくいとは感じません。小さなホールですが音楽専用ホ
ールで、１時間単位で借りることもできるので、私たちのような小編成の室内楽にはぴったりの素晴らしいホールです。また、常駐
している舞台スタッフの方々もとても親切で、演奏会の準備では色々なアドバイスをしていただきました。是非皆さんも利用して
ください。」と話していました。 
 

内潟慶三さん 
う ち が た け い ぞ う  

越谷市日本文化伝承の館 

松伏町中央公民館 

　八潮市は、埼玉県で初めて生涯学習都市宣言をした市です。そして、その拠点として、幅広い年代層の方々が楽し
く学び、生きがいを持てるまち「やしお」の実現のために、「やしお生涯楽習館」が設立されました。 
　「やしお生涯楽習館」は、平成７年７月１日に開館し、今年で１５年目になります。楽しく学んでほしいという願いから
「学習」ではなく「楽習」という字が使われています。施設にはセミナー室のほか多目的ホールやメディアホール、音
楽室、陶芸室が設置されています。また、子育てひろばもオープンしたことで、高齢者から幼児まで様々な人が利用
しやすいように作られています。特にすばらしいところは、音響や録音、照明などの機材について利用者が講習を受
けて、試験に合格した上で自ら操作しているということです。かなり本格的な機材でしたが、皆さんきちんと利用し
ています。 
　また、音楽室ではドラムセットやギターアンプを借りることができ、録音設備も整っているため、バンドの練習には
とても良いところです。 
　さらに、設備の充実ということだけではなく、「意識啓発」「人材団体育成」「学習機会提供」「情報収集提供」の４
つの柱を中心に事業を計画し、フリーマーケットや様々なイベントの企画実施、「微助人＜びすけっと＞」というサポ
ーターズバンクの登録、活用などを推進しています。「微助人」とは生涯学習活動を支援補助する個人・団体のこと
で、音響、照明、映像、編集、看板・賞状作成、イベント、などの分野で登録されており、他にはないユニークな取組で
す。また、これから八潮市ベスト３０ナビゲーターを育成し、八潮の魅力を市内外に発信するなどソフト面でも充実し
た活動を展開しています。 

新田西文化センター ■所在地　　埼玉県草加市清門町571番地 

■電　話　　048（942）0778 

 
今まで利用していた人・初めて利用するようになった人の声 
●明るくなり、広くなりました。 
●談話コーナーも利用しています。 
●サークルで予定している曜日に部屋が取れなくなり、他の施設探しが
大変です。 

●小学生に質問をすると、「図書室やロビーで遊んでいるよ。」との返
事がありました。 

●自分にも参加できることがあったら参加したいので来てみました。 

●清門町にできたので一度中に入ってみたかった。 

文化センター職員の声 
●図書室ができ、小さなお子さんから高年者の方々まで多くの皆様が利
用されるようになりました。 

●図書の貸出だけでなく、図書室で学習する姿も目にします。 
●ロビーが広く、自由に使用できる談話コーナーもあ
ることから、サークル終了後も集まっている様子が楽
しそうです。 
●ロビー展示コーナーがサークル発表の場となって
おり、利用者の目を楽しませてくれています。 

●オープンから新しい団体も増え、多くの市民が利
用するようになりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

オープンから半年が過ぎました

～そこで、こんな声を拾ってみました～～そこで、こんな声を拾ってみました～

■所在地　　埼玉県八潮市大字鶴ケ曽根420番地2 

■電　話　　048（994）1000（財団法人やしお生涯学習まちづくり財団） 

■アクセス　　草加駅東口から 

　　　　　　草加駅東口～緑町三丁目～木曽根、草加駅東口～南川崎

　　　　　　～八潮駅北口、草加駅東口～八潮市役所前～八潮駅北口　

　　　　　　で、「やしお生涯楽習館」下車 

　　　　　　草加駅東口～八潮市役所循環で「生涯楽習館入口」下車、徒歩2分 

（公共施設予約案内システム） 
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学びの場　発見！ 

第１回新田西文化センター 
まつりが１０月９、１０日に 
開催されます。 

ぜひ新田西文化センター 
にお出かけください。 

 

スーパー 



「指導者バンクガイドブック」を発行します！ 「指導者バンクガイドブック」を発行します！ 

生涯学習指導者バンク制度を改正しました 生涯学習指導者バンク制度を改正しました 

平成22年10月5日……縟 

輝け！草加っ子 輝け！草加っ子 輝け！草加っ子 
ユースサミットについてユースサミットについてユースサミットについて

　15年前に手作り味噌をご近所の方に差し上げたことが、私が自宅で教えることのきっかけでした。味噌、そばを作る道
具を揃え、4年前からは二八そばを教え、つゆ作り、かけそば、丼物にも挑戦しています。昨年からは柳島コミュニティセン
ターにてサークルの仲間と楽しく活動しております。おいしい物を食することの幸せと作ることの楽しさを皆さんと共有し、
定年後の楽しみや家族の喜びにお役に立てればとても嬉しいです。 
 

内藤　まりこさん（料理） 

瀬戸口　公子さん（手打ち蕎麦・味噌） 

　「食」は私たちの身体や生活に欠かせない大切なものです。「食物」を栄養、料理や盛りつけなどの様々な視点から
見て、食べることを楽しく、食卓を彩り豊かにするちょっとしたコツをお教えします。小さなお子様との親子教室、男性向け
料理教室、料理の基礎、環境を考えたエコ料理、お菓子、パン、家庭料理などジャンルを問わず、幅広い年齢層の方の
ご要望にお応えします。 
 

編 集 後 記 編 集 後 記 
●一歩外に出て取材するだけで、視点を変えて物を見ることができ、大きな収穫でした。（M.O）　●記録的な猛暑の夏でしたね。気分転換に
マイステージを読んで下さい。（Y.T）　●「まんまるよやく」ではこれまで“いつもの活動場所”を予約するだけでしたが、すぐ近くに素敵な場
所がありました。（H.H）　●高校生となり、現在は東京都にある学校へ通っていますが、いつも心には、ふるさと「草加」があります。（T.K）　●
今回は、草加を離れての取材。他市にも素敵な施設がいっぱいあるのですね。みなさんも行かれてみてはいかがですか。（Y.K）●１文字、１行、
１コマに、みんなの思いがにじみ出ています。（H.U） 
 
 

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 
 

指導者バンク登録者紹介 
 

　指導者バンクに登録されている指導者が、自分の持つ
技能・技術を提供します。 
　当日は、多くの講座をご用意して、みなさんの参加をお待
ちしています。 
　まずは体験！気軽に学んでみましょう！ 

　日　時　平成２２年１１月２８日（日） 

　　　　　午前の部（午前10時～正午） 
　　　　　午後の部（午後1時30分～3時30分） 

　会　場　草加市文化会館　コミュニティ棟 
　 

　内　容 
 
 
 

※開催される講座や参加申込など詳しい内容については、
　11月5日発行の広報をご覧ください。 
 

コーナー 

思いやりの心を育み、草加のまちを担う心も培います。 

せ　と　ぐち きみこ 

いげた 

ないとう 

草加の頑張る子ども達
を応援！

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。 

ユースサミット［（社）草加青年会議所青少年育成事業］ 

活動地域 

対象年齢 

事業開始 

委 員 長 

メンバー 

 

 

 

お問合せ 

及び 

メンバー登録 

 

草加市内全域 

小・中学生（高校生以上はサポーター） 

平成18年 

垳田 一人（同青年会議所青少年育成委員会） 

78名（高校生以上サポーターを含めると80名） 

社団法人 草加青年会議所 

■所在地： 

　〒340-0016　草加市中央2－16－10 

　（草加商工会議所会館2階） 

■電     話：048-928-8124 

■F A X：048-927-6338 

■メー ル：info@soka.or.jp 

　※受付時間 

　　平日のみ 午前10時～午後4時 

 

第3回 

今回は、市内で行われる子ども向けイベントを企
画・運営している『ユースサミット』を紹介します。 
　ユースサミットは、社団法人草加青年会議所の
青少年育成の一環として、平成18年に発足した
子どもの団体です。主な活動として、「春の子ども
フェスタ」の企画・運営スタッフをはじめ、七夕ライ
トダウンの際に実施される「キャンドルナイト」や、
同青年会議所が主催する催し物のお手伝いをし
ています。 
　また、そのほかに毎年度ごとに活動テーマがあ
り、今年度は、「食べ物」をテーマとし、市内にある
畑農家の協力のもと、畑を耕すことから収穫まで
の一連の作業を体験し、普段何気なく口にしてい
る野菜が、どのようにして食卓に並べられているの

かを学びました。このような活動を通して、教科書
だけでは学びきれないことを、施設や自然の中へ
出向き、実際に体験することで、感受性を豊かに
し、感謝する心を養っていると思います。 
　同青年会議所青少年育成委員会の垳田委員
長は、「自分本位の考えが蔓延する世の中におい
て、子ども達には思いやりの心を忘れないでほし
い」という思いで活動をすすめているそうです。 
　次世代の草加を担っていくのはわたしたち子ど
も世代です。そんな現代の子どもが思いやりの心
を育むことで、これからの草加もさらに住み良い町
になっていくだろうということを実感しました。 

 
文／子ども編集委員　勝間 翼（高1） 

生涯学習指導者バンク制度を改正しました 
　指導者バンクをもっと気軽に利用していただくために、制度の 
一部を改正しました。また、９月４日（土）には登録している指導者
を対象に説明会を開催しました。 
　指導者バンクは、手軽に学習を始めていただくための制度で
す。何かを始めてみようというときは、ぜひ指導者バンクをご利用
ください。みなさんの活動のお手伝いができるように、充実した情
報の発信を一層進めていきます。 
　 
「指導者バンクガイドブック」を発行します！ 
　指導者の情報をまとめた「指導者バンクガイドブック」が、内容
を大幅に変えて、よりわかり易くなります。これを見れば何を学ぶ
ことができるのかが一目瞭然です。新しいガイドブックは１１月頃
発行予定です。市内の各施設に設置しますので、ぜひご覧くださ
い。 
 
　詳しくは生涯学習課まで　電話９２２－２８１９ 
 

生涯学習指導者バンクは、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。 

「生涯学習体験会」が開催されます 「生涯学習体験会」が開催されます 「生涯学習体験会」が開催されます  

時間 

午前の部 

午後の部 

宅建講習会 
コサージュ 
作り 

身近な物で 
楽しい手品 

親業 
コミュニケーション術 

笑って歌って 
健康に 

静物スケッチ 
体験 

文学の基本と 
宮沢賢治 生花 着付け体験 パソコン 

講　座　内　容 
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