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「ふれあい」から夫婦で学び続ける －中国語講座を受講してー

逗子市小坪在

宮澤徹二・紀子

2010 年 8 月 22 日から隔週日曜日毎に 6 回行われたずし楽習塾の初級中国語講座“ヘンハウ“を、家
内と一緒に受講いたしました。
参加の動機は、以前から趣味の詩吟で楽しんでいた漢詩を、中国の人々はどうやって楽しんでいるの
だろうかということもございましたが、三年前にかかった脳炎の後遺症で記憶障害のある家内に、何か
新しい知識の刺激を与えて、脳のリハビリに役立てたいという思いからが、一番強い動機でした。
幸い、同じような目的で大きな声を出すリハビリとして参加しておりました皆で歌を楽しむ会、
“歌ミ
ュニティ倶楽部”でお知り合いになった中国人の女性、梁

屏（ﾘｬﾝ ﾋﾟﾝ）先生が逗子市の生涯教育活動

「ずし楽習塾」で、初級中国語講座をなさると伺い、すぐに参加を決めました。
授業内容は、実に丁寧で、特に発音をわかり易く、何度も繰り返してくださり、自己流の発音を的確
に直していただけたのが、一番嬉しかったことです。前々から何度も書物や CD を買っては挫折してい
た中国語特有のアクセントである四声や日本語とずいぶん異なる発音について、目からうろこの思いで
学ばせていただきました。
そればかりでなく、自分の名前が、中国語で言

クラスの仲間と梁 屏先生を囲んで

う時には、似ても似つかない発音になることを知
ったのも、ひとつの驚きでした。
このことは漢詩についても同様で、中国語で発
音されるときはリズミカルで美しい韻を踏むこと
を知り、こうやって中国の人々は漢詩を楽しむの
かと、新しい世界を垣間見る思いがいたしました。
家内も、会話ばかりでなく、中国語の歌に大変
興味を覚え、熱心に学習してくれますので、二人

宮澤徹二さん

で楽しい時間が生まれましたことを、とても感謝
しております。

紀子さん

せっかく始めた中国語ですので、どうしても続けたく、今でも先生の教室に二人して通っております。
なお、言葉の勉強ばかりでなく、学習の合間に先生から聞かせていただける中国と日本の日常生活の
違いや、お国柄の違いのお話は、ひとつの比較文化論として、実に興味深いものがあり、別の機会に楽
習塾の講座などでゆっくりと伺うことが出来ればと願っております。
最後に、高齢者にも勉学の機会と施設を充実してきた逗子市の取り組みに、深く敬意を表します。

講座創りの仲間を募集しています。
創りあげる喜び！スタッフが集まりそれぞれの時間、
労力、知恵を出し合い、作業を進める中で笑いや時に
は意見の衝突もありながら「学びあい」 「教えあい」
「ふれあい」の精神そのままに沢山の出会いがあるの
も創造の喜びです。
そして講座を創りあげ多くの市民の方々に提供でき、
「良い講座だった」と声を掛けられた時の喜びは全て
自分自身の生きる糧になって帰ってくると言っても過
言ではありません。そんなことを実感しながら今年度
も予定されている様々な形の講座創りに参加出来る！

広報部会での作業

本当に楽しみです。
また出来上がった講座に沢山の受講申し込みがあり
ますようにと祈りながら募集をして、お一人お一人の方
に対応しながら名簿を作ったり、書類の作成をしたり、
何も取り柄のない私でもスタッフの一員として役に立
つ時があるんだ！私の意見や希望も取り入れてくれる
仲間なんだ！と、ちょっと得意にもなれます。これはう
れしい発見でした。それぞれの能力を活かす事が出来る。
それが「ずし楽習塾推進の会」の特徴です。23 年度の講
座創りに参加しませんか？
是非一緒に

学びあいましょう！おしえあいましょ

う！ふれあいましょう！

（写真説明）
毎月第 3 月曜日に開かれる広報部会では年 2 回
発行される「楽習塾だより」の編集や各講座のポ
スター、チラシの作成、交流センター展示コーナ
ーへの出展準備など毎回意見が飛び交い楽しい
作業が行われます。
ポスター・チラシのデザイン、展示コーナーの
飾り付けなどは女性陣の感性に任されており、交
流センター内の印刷室で刷り上がる作品に目を
通す頃、なんだかちょっとプロの出版人になった
ような自分を感じてしまいます。

『ずし楽習塾とは』
①市民講師による講座「Ⅰ型」約 20 講座

②市民グループによる講座「Ⅱ型」2 種類の講座

③市民委員と共に創る講座「Ⅲ型」「Ⅳ型」各 2 種類の講座

④市民活動のための講座

以上の様々な講座を市・市民協働課より委託を受けて創ります。講座の開かれる場所は交流センター
や保健センター等受講生が参加しやすい場所が提供され、開講のための支援を「ずし楽習塾推進の会」
が全力を挙げて支援しています。市民のための生涯学習の一翼を担っている、これが『ずし学習塾』で
す。
また講座創りのためには広報、会計、事務等沢山の仕事がありそれぞれ自分に合った仕事を会員であ
る各スタッフが分担して当たり、多忙さを感じながらも充実感に満ちた活動の日々を送ることが出来る、
これもまた生涯学習といえるのではないでしょうか。多くの方々の参加をお待ちしています。
＊ ずし楽習塾講座は、市より NPO 法人ずし楽習塾推進の会が運営を委託されています。

NPO 法人ずし楽習塾推進の会

会員募集

随時会員を募集しています

Ⅰ,Ⅱ型講座開設への企画・受講者募集・開講支援

２０１１年１月 ３１日現在

Ⅲ型プロジェクトへの参加・講座実務

正会員：2２名 賛助会員：９名

Ⅳ型講座の企画・開設・運営

会報の発行・HP 作成

地域連携活動

連絡先：〒249-0006 逗子市逗子 4-2-1 市民交流センター（内）

正会員

年会費

1000 円（一口以上任意）

賛助会員年会費

2000 円（一口以上任意）

市民委員と協働して講座を創ります。平成 22 年度は４講座を開講しました
Ⅰ。
『突然災害はやってくる・・・あなたはその時どう行動するか？』
自然に恵まれ、穏やかなぬくもりの中
で日々平安に暮らしている私たちですが
誰でも、いつもどこか心の片隅に大きな
不安を抱えているのではないでしょうか。
いつ起こるか判らない「自然災害」と
の遭遇。
実際私の暮らすマンションでは自主防
災組織を作りたいという希望の声が何度
も上がっていました。しかし集合住宅特
有の様々な問題に阻まれてなかなか実現
には至らない状態でした。
そんな中、開催された講座「突然災害はやってくる」を受講した管理組合の理事長、役員の方々は終
了後皆さん「何としても実現させましょう」と決意をなさった様子でした。その後の委員会に弾みがつ
き議論を重ね「自主防災組織」を立ち上げるまでに漕ぎつきました。
「災害発生時の安否確認や初期対応は被害を尐なくするために最も重要な事であり、居住者がお互い
に助け合って行う必要がある。」このような元自衛隊司令官のお話は何と言ってもあの神戸大震災の折の
救助対策総司令官として指揮をとられた方の現実的な内容であり、私たちはどうあるべきか、どうする
べきかという点について確信に満ちた説得力をもって心に響くお話でした。
逗子の街は高齢化が進んでいますが、不安を抱えて過ごす高齢の人だけではない全ての子供からシニ
アの方々までのネットワークを通じてどんな時にも助け合っていける組織作りが必要です。今回の講座
は防災という切り口での「助け合っていける組織」を創る後押しをしてくれたものと思います。
Ⅱ。
『家族で健康ストレッチ』
（企画：逗子市新宿在

関口 智恵さん）

逗子小学校体育館いっぱいの受講者がカリスマ・インストラクターの伊藤和磨(ｶｽﾞﾏ)さんの指導を受けました。

Ⅲ。
『米海軍横須賀基地・デッカー司令官の功績―横須賀の目覚ましい復興―』
（企画：逗子市桜山在

丸山 祥夫さん）

終戦後、横須賀の目覚ましい復興に多大の寄与したのは第 4 代デッカー司令官です。4 年強の在任期間
中にいかなるリーダーシップを発揮し、活動をしたかを聞きました。
Ⅳ。
『暮らしのエネルギーを考える』
石油文明の終焉と日本のエネルギー政策、この課題解決のために日常の暮らしの中からとるべき具体
的行動について考えてもらいました。

ずし楽習塾推進の会は市民グループや市民サークルが活

市民グループが企画する
講座を支援します

動を拡げるために講座を開講するのを支援しています。支
援内容は、受講者募集や講座運営などです。
詳しい応募要領は「広報ずし」５月号に掲載されます。
また、「ずし楽習塾推進の会」にもご相談下さい。

平成 22 年度は２講座が開講されました。
Ⅰ。
『 逗子の自然を子供に伝える里山保全活動 』
（企画：逗子名越緑地里山の会）
逗子の魅力を持続させるためには、生活を豊かにするための「自然保護」が必要です。
逗子の自然を手入れし生物の多様性を維持す
る里山保全活動に、青少年も含め多くの市民

名越緑地での芋掘り体験

が理解を深め、かかわっていただきたいと講
座を開催しました。
内
1回

容・講

師

逗子、田越川と名越谷戸の自然と保全活動
逗子名越緑地里山の会 会員

2回

逗子の自然の特徴と生物多様性の重要さ
逗子市環境審査会委員、
生物多様性 JAPAN 研究員 金田 正人 さん

3回

名越緑地里山の谷戸散策と芋掘り体験
逗子名越緑地里山の会 会員

Ⅱ。
『 まちづくりサポーター入門講座 』

～あなたの人生経験を逗子市で活かそう！～

（企画：逗子ゼロ・ウェイストの会、NPO 法人 逗子文化の会、パソコンサポートボランティア、
東逗子団地ボランティアグループ「まごの手」の４団体協同）
家庭や会社で得た経験を“心地よい逗子のまちづくり”に活かし、皆さんから喜んでもらえるように
なる「きっかけ」を掴んでいただきたいと講座を開催しました。
内

容・講

師

「社会貢献でまちも自分も活性化」
１ 回

自分が輝いて社会貢献できれば、まちも輝き周りの皆さんからも感謝されます。
NPO 法人 ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ理事長、法政大学教授
グループディスカッション

２ 回

山岸 秀雄さん

「仲間づくりと市民活動、ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽ」

住み心地が良いまちづくりをするには、やはり仲間がいたほうが早いです。お小遣いぐらい稼ぐ方法はあるのでしょ
うか？
中小企業診断士
パネルディスカッション

３ 回

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ

田中

尚武さん

「市民活動のきっかけは？醍醐味は？」

地元逗子を輝かせている先輩の経験談を聴きます。数年前は受講者の皆さんと同じ立場でした。
パネラー：
岡崎 岩夫さん（逗子ゼロ・ウェイストの会）,及川 洋一さん（NPO 法人 逗子文化の会）
小暮 征三さん（パソコンサポートボランティア）
、肥後 昭彦さん（東逗子団地ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ「まごの手」）

４ 回

グループディスカッション 「どのようなまちづくり支援活動をしてみたいか」
聞いただけでは、脳が活性化しません。人生経験を活かすために行動してはじめて自分が輝きます。
中小企業診断士

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ

田中

尚武さん

尺八雑感

ー

学びの達成感

ー
石井 輝男 講師

日本人の竹と生活との関係は深いものがある
ように思います。繊維の凛とした直線性が日本
人の美意識に合うのでしょうか。そんな竹が持
つ特性を音にまで感じる楽器が「尺八」です。
真竹を根っこから切り取り、上方 54.5 ㎝に歌
口をしつらえ、前面に孔４つ、裏面に孔１つ、
中の節をくり抜き内部を漆で一様に塗り上げた
単純、素朴な楽器です。
ところがこの楽器、意のままになかなか音が
出ないのです。また、音が出ても音階をつくることが容易ではありません。単純な構造ですから孔の大
きさをデリケートに開閉調節を要する指先、歌口との微妙な角度の取り方とその奏法も難しく、
「首振り
三年」と言われる所以です。曲が作品として持つその曲想を演奏によって表現できるようになるために
なんと多くの時間を要することでしょうか。
私の手元には４０年近くつき合って来た尺八が長管、短管合わせて 6 本ほどあります。昨年７月で仕
事に区切りがつき、時間の余裕と共に尺八を手にする時間が格段に増えました。音楽家を志す学生のよ
うに丸一日の練習を課すこともありましたが、それから半年、自分で言うのも憚れますが、このところ
その 6 本の竹が応え出したのです。一本一本微妙な音質の違い、音域の特性、それぞれ竹が良く響きま
す。楽器のもともと持っていた個性が今にして引き出されてきたのだという手応えを感じます。
１０月、ずし楽習塾講座が終わって、受講生はグループ「竹の会」を作り活動しています。はやくも
馴染みのある小品を演奏するまでに少しづつ竹との語らいを始めています。かくして、小生も尺八を手
にする気持ちが新しく甦って一年生。
「竹の会」で皆さんとこれから更に一緒に学んでいこうと思ってい
ます。
平成２３年度開講の
市民講師を募集します。

逗子市では、市民のさまざまな学習ニーズに応えるため
に市民自らが講座の講師となって、
「教えあう」
「学びあう」
ずし楽習塾を開講しています。
過去、延べ２１２講座もの講座が
市民講師懇談会

開講されました。趣味の分野（囲碁、
ブリッジ、手芸、鎌倉彫、陶芸、生
け花、茶道、などなど）、教養の分
野（歴史、文学、語学、パソコン、
自然科学・工学系、などなど）、実
技系の分野（ダンス、舞踏、ヨガ、
コーラス、器楽、などなど）で主に
初心者を対象に廉価で開講してい
ただきました。

市民講師に応募するのに特別な資格はありません。初めて講師にチャレンジする方でも「ずし楽習塾
推進の会」が受講者募集や講座運営をお手伝いしますので安心です。
詳しい応募要領は「広報ずし」４月号に掲載されます。また、
「ずし楽習塾推進の会」にもご相談下さい。

教えて、学ぶ。受講者の笑顔が嬉しい！

鳥海 洋子講師

今年度初めて、ずし楽習塾で皆さんに基礎から歌うことを体感していただだく講座『 楽しく歌って健
康に！～腹式呼吸を体験しよう～ 』を開講しました。
講座名にも取り上げたように健康という点から歌うことよりも「腹式呼吸をしっかりできるようにし
たい、正しい声の出し方ができるようにしたい」との声が多かったので、講座の内容を受講者の皆さん
の声を聴いてから作り直したり、曲数を減らして質問について話し合う時間を多く設けたりしました。
今回の講座は基礎ではありますが、発声は基礎というところが難しく、しっかり固める必要がありま
す。レッスンの回数も少なかったため、完璧な形にはできませんでしたが、声を出すことの意識が変わ
ったり、息を深く吸おうと皆さんの心持ちが変わっていきました。なによりも、毎回、受講者の皆さん
の笑顔が見られた事は、何よりも私自身嬉しかったことです。２０名と人数も多い中でしたが、皆さん
が学ぶことに前向きでとても楽しく、その
中で私自身が学ばせていただくことも沢山
ありました。
個人レッスンとは異なり、クラス全体を
スキルアップするために、毎回大事なとこ
ろはスタートラインに戻り繰返し練習しま
した。また、クラスでは皆さんが主体的に
学ぶことがポイントになりますので、個別
指導をする前に先ず私がやってみせ、次に
皆さんが考えて発声するようにしました。
本当に良い経験ができ、次回の改善につなげていきます。

逗子にコントラクトブリッジの輪を拡げたい
山村 紀之代講師
昨年８月『 はじめてのコントラクトブリッジ 』という講座名で楽習
塾に始めて参加させていただきました。逗子には沢山のブリッジ愛好家
がいらっしゃるというお話し通り、集まってくださった方々は、皆さん
本当に興味を持って８回の講習を聴いてくださいました。スタッフの
方々にも大変お世話になり感謝しております。
私のブリッジとの出会いは、１０年近く滞在したフィリッピンのマニ
ラでした。ブリッジをしながらのお茶会は、いろいろな国の人達と出会
える大切な楽しい午後のひと時でした。帰国後しばらくして数人の友人
と一緒に週２回の集まりを大船で持つようになりそれがきっかけで少しづつ人数が増え皆さんのご協力
で今日の大船ブリッジセンターができました。
そんな中で一番の思い出は、１９９３年１１月に東京で開催された第１回飛鳥杯で友人と優勝し、当
日ご臨席の常陸宮様より「おめでとう」の優しいお言葉をいただいたことです。その日撮った１枚の写
真と素晴らしい切子のカップは私の宝物です。
大船ブリッジセンターとしては１９９９年に湘南地区で始めての鎌倉市長杯を開催し、以降毎年続い
ております。穏やかな楽しい逗子の町にふさわしいブジッジの輪を拡げ、多くのブリッジ愛好家が参加
する逗子市長杯を近い将来開催できるようになればと、ひそかに、熱く、夢に描いております。
是非皆さまのご参加をお待ちしています。

