秩父夜祭を体感

の体感」。京都の祇園祭、
飛騨の高山祭と共に日本三
大曳山祭りに数えられる秩
父夜祭は三百有余年の歴史
を誇っています。祭りは感
動の連続であり、祭り関係
者の「おもてなしの心」に
も大変感銘を受けました。
ご興味のある方はご一緒
に散策しませんか。
米田 英作
（四期生 歴史・文化Ｃ）

秩父夜祭を体感したメンバー

が置かれ、江戸時代に
は日光例幣使街道宿場
町として栄え、市内を
年間三ヶ所以上の散策を 流れる巴波川の船運を活用
計画し、
実施しております。 した商人町として発展を遂
史跡散策会のメンバーは九 げました。
名（男子五名、女子四名）
十一月十日 川口市の史
ですが、散策内容によっ
跡散策と日本の産業史
ては他の同窓生の参加も
を体感。川口駅のペデ
得て実施しております。
ストリアンデッキは街
平成二十八年の活動内
の景色を近代的に変え
容は三月十日 館林市の
ています。しかし、駅
「歴史の小径西コース」
からほど近い場所には
を散策。「歴史の小径」
古くからの神
は歴史的構造物を繋ぐ散
社仏閣が残っ
策路です。館林は、徳川
ています。
四天王の一人、榊原康政
又、鋳物の街
や五代目将軍の徳川綱吉
としても有名
公にゆかりのある城下町で です。
す。
十二月二～三日
五月二十六日 栃木市の
特別企画として
蔵の街、
散策と巴波川船行。 「秩父夜祭の宵宮
古くは律令時代に下野国庁 巡りとバチさばき

クラ ブ活動紹介
食育の重要性を伝える

で実施せざるを得なくなり
ました。小学校で子ども達
とふれ合いの時間を持ちた
子ども達とのふれ合いに喜び
いと思う方、一緒に活動し
埼玉小学校でも始まり、二 ませんか。入会お待ち致し
十六年度からは泉小学 ております。
校の二・四・六学年で
細村 圭右
も始まり原則として学
（一期生 教育）
級単位で実施して
きました。（泉小
の二学年は学年単
位で実施）実施す
る時間は朝の八時
十分から八時三十
分です。
当初は、学級単位で
実施していたのですが
二十八年度からクラブ
員の減少により、南小
と埼玉小では学年単位
私達は、「一期生四名、
二・三期生各一名」の六
名で、自作した「食育」
に関する紙芝居を持って
小学校を訪問し、生活に
役立ててもらおうと活動
をしているクラブです。
今までに制作した作 品
は、
「朝ご飯食べなきゃ」
「食べ物はどこからくる
の」
「お米の話」「大豆の
話」
「食べ物のつながり」
「食
べ物とウンチ」の六作品で
す。
平成二十三年度から南小
学校で、二十五年度からは

今 か ら 二 十 数年
前、私が四十代後半
の時、友達七～八名
でタイ国に旅行しま
した。友達の中にタ
イ人の娘婿がいたの
で、すべてを案内してもら
いました。また、王室を開
放した広い部屋があて
がわれ快適に過ごせま
した。
どこへ行っても物売
りが千円・千円と叫ん
でいたのを思い出しま
す。当時、タイの大学
を卒業した人の初任給
は二万円前後と日本の
十分の一以下でした。
千円は現地の人には一
万円に相当するので
大変高額な取引だと
思いますが、日本人
には意外に安いと感
じられました。
現地の人しか行かないマ
ーケットでは、骨董のガラ
クタを大量に購入しま し
た。後になってよくよく見
てみると、新物ばかりだっ
たのでほとんど捨ててしま
いました。
バンコクからスコータイ
を経てチェンマイまでメコ

思い出の品
思い出の品

このたび広報誌第三号を
発行することになりま し
た。初号が誕生してから丸
一年となりましたが、この
間、試行錯誤しながら紙面
づくりに取り組んでまいり
ました。さらに紙面の充実
を目指してまいります の
で、読者の皆様からの記事
のご提供やご意見をお待ち
しています。

広報交流委員会
茂木幸蔵（二期生）
道場信昌（四期生）
米田英作（四期生）
中村葉子（四期生）
松井享子（四期生）
寺田泰男（五期生）
田村 勲（五期生）
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ン川を遡り、船でワニ園、
象園に行った時のこと で
す。現地の物が色々と売ら
れてましたが、粗末なショ
ーウインドーの片隅にオレ
ンジ色の石を囲み、何の骨
か角（つの）か分かりませ
んが、太陽のマークを左右
に散らしたブレスレッ
トが目につきました。
恐らく現地の人が手首
にはめていたものと思
われ、かなり古いもの
でした。傍にいた売り
子に値段を尋ねると、
あまり関心がない様子
でこれは売り物ではな
いとのこと。しかし、
粘りに粘って二百円位
で購入しました。今回
の旅行の中で一番の買
い物だと自分なりにニ
ンマリした思い出があ
ります。気に入ったので帰
国してからも、しばらくは
使ってましたが角が当たる
のでやめました。
チェンマイの雑貨屋 で
は、壺の蓋と思われる馬に
乗った人の焼き物を購入し
ました。ルーペで詳しく見
ると、長石が混ざっていて
日本の信楽焼によく似てい
ます。後に木の置台を作り、
いまでも時折眺めて当時の
ことを思い出しています。
寺田 泰男
（五期生 歴史・文化）

タイ国の古いブレスレット

製本されて行田市立図書館
に寄贈され、閲覧できるよ
うになっています。
市民大学は、創設時の運
営委員から少しずつ入
れ替わり、多くの運営
委員の努力によって組
織体制や運営委員会の
定期開催、議事録の整

転入者で住んだ土地の歴史
を知りたいとの動機で入学
していると思います。
定年後の余生をボランテ
ィアと探求心で、歳を追う
ごとに増える仲間を不思議
な気持ちでかみしめていま
す。私は、教育グループに
所属したため何をすれば役
に立てるか皆目わ
かりませんでした
が、メンバーの提
案で児童の食育紙
芝居を作って小学
校廻りをしたらど
うかということで
まとまり、物語作り・絵コ
ンテづくり・色入れ・声優
による録音（声色が出来な
いため）など人生初経験ば
かりでした。
行田市の生涯学習の一助
となれるよう今後もお手伝
いできればこの上ない喜び
と思います。多くの市民の
ご協力をお願いします。
か、このことを巡って喧々
諤々議論し、それは一年以
上にもわたりました。市民
大学の準備委員会は公募し
た関係でいろんな価値観の
方や市民大学に対する異な
った認識を持った方々が一
堂に会して、いろ
んなテーマを巡っ
て議論しました。
興奮して語気を強
めることも多々あ
りましたが、この
行田に市民大学を
設立するという熱い思いは
同じでした。あの時点で市
民大学の目的や運営方法を
曖昧にしていたならば、今
日の市民大学はなかっ た
法人に飛躍する
し、
まで持続させてくることは
不可能だったと思います。

泉小で食育紙芝居を実演する光景

晳氏（一期生）

理、委員会ごとの計画
と実施など他の組織の
範となるものと自負し
ています。
第一期生に応募した 私
は、石川県金沢市の生まれ
で都内勤務が長かったため
行田のことを知る機会は全
くありませんでした。入学
生の過半数は、他県からの
めに活かしていくこと
と、市民の有志によっ
て自主的に運営すると
いうことにあったから
です。
今ではあたり前にな
っているこの行田市民

大学の独自性は、九年
前の「市民大学準備委
員会」での生みの苦し
みを抜きにしては考え
られません。市民大学
の目的は何か、財源的
制約のある中でどのよ
うな内容で運営するの
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史跡散策会
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「行田市民大学」
って何だ！

NPO法人へ飛躍の底流に流れるもの

吉田
行田市民大学副理事長
秀二郎氏（一期生）
阿部
行田市民大学副理事長

平成二十一年四月に開校
した「行田市民大学」は、
平成二十九年四月には九期
生を迎えるまでとなりまし
た。振り返ってみま
すと市民の有志が集
まって、当時の工藤
市長に提案し、市長
の強力な後押しで始
まった手作りの市民
大学は、他の自治体
に例のないカリキュ
ラムの豊富さや、学
生による自主的なグ
ループ研究
が特色とな
って運営さ
れておりま
す。この研
究は毎年度
末の二月に市職員
や運営委員も参加
して発表会が開催
されており、行田
テレビも余さず録
画し、研究成果は

同窓会の先輩にインタビュー
同窓会の先輩にインタビュー

私たちは
市民大学を
基礎にして
「
法
人市民大学
活動センタ
ー」を設立
し、これま
で以上に同
窓生の皆さ
んの支援を
得て地域社
会の諸問題にコミッ
トし貢献することが
できるようになりま
した。
ところで、このよ
うな組織的な飛躍を
可能にしたのは、市
民 大 学 の 建 学 の精
神、すなわち学んだ
ことを地域社会のた
N
P
O
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