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話しことばは、すぐ「消える」

江戸川総合人生大学 介謹 福祉学科 学科長

村田幸子

がら、自分のペースで読み進むことができます。

さあ、それに比べ「謡じことば」はどうでしようか。

「話しことば」は、話すそばからどんどん消えてしまい

ます。聞いている人が「あれ、今何言つたのかな?」と

疑間に思い、そこで立ち止まつてしまうとその後の話

についていけす内容がわからなくなつてしまいます。

折角の大事な情報であつても、聞き手に届きません。

また話し手は言つたあとで「シマッタ。こんなことを

言うんじゃなかつた」と慌てても、後の祭り。とつくに

相手の心に届いています。そしてそれは信3憶」として、

相手の心にしっかりと残ります。時として後々までし

こりとなり、相手から恨まれることもありますね。つ

まり消しゴムのきかないことば、それが席 しことばJ

なのです。

耳で聞いただけで相手にわかつてもらうためにはど

うしたらいいか、人前で話す時には常にこのことを心

がけてほしいと思います。言いたいことをどういう順

序で話したらわかりやすいか、聞いただ|ナでわかるこ

とばは何かなど、「消えて」しまうことばの特徴を念頭

におくことが大事です。

相手の心に悟B憶」として記されるだけに 私たちは

「話しことば」にこだわり、磨きをかけたいと願うので

しよう。相手の心に暖かい記憶を残すよう努力するこ

とは、相手に対する思いやり、でもあるのです。

40年 以上、放送

の世界で仕事をし

ています。

情報を提供する手

段|ポ話しことば」。
一方、今私が書い

ているこの文章は

「書きことば」です。

書いたり消したり

しながら、自分の

伝えたいことをま

とめます。言葉足

らすではないだろ

うか、こんな表現

でわかるだろうか、迷うたびに立ち止まつて考え、辞

書を引いて確認したりします。つまり「書きことば」よ

自分が納得するまで時間をかけ、考えをまとめること

ができるのです。そして文章はある程度、過不足なく

出采上がり「13録」として残ります。読む人は、わかり

にくい所はゆつくり読んだり何度も読み返したりしな

B補認H庄 “】F島榊■‐ 共 通基礎科目 《ココロとカラダの科学》
この講座では 心と体につしヽて学ぶことで健康維埼にも役立

つ基礎的知識を身につけます。

講義は区内病院 医院の医師■l担当。身近な視点から10回 の

議義が行われます。

内容は 「人の体を知ろうJとのテーマては 身体構造 その仕

組み 一生を通じた体や脳の発達過程 老化のしくみやアンチエ

イジングを。

「人の心を知ろうJとのテーマでは 思喬期から青年期までの

若者の心と摂食障害など問題 ス トレスや心身症などの現代社

会に特有な心の問題 初老期の心について学びます。また心身

症や精神障害などについて正しい知識を身につけます。

さらに がんや生活習慣病の青宗 治療についての知識に8、

ll遺 伝子や臓器移植など

医学の末来像 病気の予防

医師とのかかわりなどを学

びながら自分の健康とは何

かを見つめなおします。

スライトを使つた授業国環

館 脇 盟 盤
撒 i回懸 緞 ぺ 票 謗 鯛 襴 雷

める正規の大学ではありません。)



地 ・域 。と。つ。な。が・る
0期生は卒業をまじかに控え 人生大学の基本理念である「実学」こそれぞれが取組んで

いる。今回はその様子を他学科の学生が訪問した。

桜もほころ8【3月 23日 (日)タワーホー

ル船lF_3F営産業振興センターでイベントが

ありました。江戸川区の歴史や名所 日跡の

ビデオを流して 皆さんが集まるのを行う

ました。

さあ 開 演です。出曝子と共にアマテュ

ア落語家 嬉野亭慶多さんが 昨今話題にな

つている食品偽装問題を 自分の国と口で

確かめることが大事 とユーモアを交えて

話され 実いながら案しく聞きました。次に

江戸)け肖費者センター所長の古河恵子さん

がく賢い消費者になるための危機管理〉こつ

いて 多くの事例を挙 す ち ょつとでもお

かしいと思つたら 事前に消費者センター

に相談ください と対策を話さll多 くの

方々が「首河先生のお話は実,」が多く とて

も分かりやすくようヽつたですJと絶賛され

ていました。

後半よ 喫茶でおしゃべリタイム。船堀在

住の服部正さんが見事な創作折り紙を実

演 嬉野亭慶多さんの草やかな狛m子舞 スタ
ーゼンちゃんの大道芸に拍手喝来。会場が

ひとうに盛り上がり 和やわ`な雰囲気に包

まれました。

参加者灼40名 カリレチャーセンターや町

内会の掲示板を見て参加したお年寄りもお

られ 最後に参加者全員が鉢植えをおi産

にいただき散会b

メンブヽ一の4j重真紀子さんは テ ーマを

決めるまでは大変でしたが 団結して準備。
一人でこられた方も楽しそうだったので

嬉しくなりました と話していました。OB

数名のお手伝いもありました。八ラエティ

に目んだ楽しい企画 随所に手作りのめく

もりを感じさせる素崎らしいイベントに参

えどがわエコセンターでは 新川の魚類 野烏な
どの生き物や水質 首の姿や将来などたくさんの憶
報をコンパク トにまとめた「新,生 き物図鑑Jを発
行しました。

トイレの位置やアクセスなども載つているので
この1冊があれば約37kmの 新,を 楽しく宇びな
がら散策できます。新緑の季節 新川をしつかり探
検しよう |

嬉野字慶多さん

jlDして さわやかな気持

ちで会場 を後 に しま し

た。

(国際コミュニティ学科3期生

(江戸川まちづくり学科4朗生

矢作 弘 子)

寺久保好子)

3月 2日 (日)の午後 タワーホール船堀

で行われたイベントは一風変わつた自己紹

介から始まり 外国人と日本人の混合9グ

ルーブが競い合うクイズ大会がスター トし

た。

その一例 モ ンタージュ遊び。

Oグ ループの代表者 ]名がボー ドの豪に隠

された見本となる絵を見て記憶する

②代表者はグループの席に戻リ メンバー

の質問にだけ答える

例)メ ンパー |「どんな帽子をか8やつてい

服部正さん

ましたか?J

代表者 i「しまの帽子
です」

O代 表者の答えをもと

に それそれ紙にイメー

ジする絵を描く

テキストで学=i日本語ではおもしろくない|

イベントを企画する段階で学生達の頭に

浮かんだのは「あいうえおの会J講師の回辺

邦子さんだった。日本語を知らない外国人

に対して 楽しい教え方のブログラムをた

くさん持つている日本語講師だ。

「先生のアイデアを借りて 知らない者

同士が楽しく日本語を学べる場をつくりた

い Jこ れこそ国際コミュニティ学科が目

指した今回のイベントだった。

0グルーフことに見本に近い絵をしばり
さらに全体でのナンバーワンを決定する

学生の千葉透さんの話によると これら

のクイズ形式の中には督く 聞く 読 む 言岳

す等の日本語に親しみを感じながら自然に

学べる工夫al盛り込まれているとか。この

臼も自分のグルーフを勝手Jこ導こうと参力日

者は夢中になり 日 本語だけでなく知らな

い言同士の現しみ度もかなリアップした。

クイズの後よ 30分 間の体憩を兼ねたテ

ィータイム。

最後はメンパーの一人が踊りの先生にな

り 4パ ターンの動きをマスターすllば踊

れるという東京宮頭をみんなで輪を作り踊

った。

「私たち全員が責任者 !参加者を盛り立

てる気持ちを持とう IJと イベント前には

学生の気持ちがひとつになり く遊んでみ

よう に ほんこで !)は大成功に終わつた。

イベント終了後 全員での万歳三唱は指月Uだ

つたことだろう。

(江戸川まちづくり学科311B生 竹重真紀子)
(介謹 福祉学科4期生 勝自 洋 子)

「エコタウンえどがわ」をめざして～みんなあつまれ～

新川散策にはこれ !「生き物図鑑」発刊

えどがわエコセンター

あなたもチャレンジ 「eco検定」
「eco検定Jよ東京菌工会議所が実施してしヽる誰でもチ

ャレンジできる「環境社会校定試験
rJで

す。

り機 、理 嘉 設 鞘 導 親 橘 二奔 老う qaO

月と12月に試験が予定されていますが 準備のための陵 験対策セミ
ナーJを東南江戸川支部■えどがわエコセンター共催で5月 18日 (日)
にタワーホール船堀で開催します。全国2万8千人の「エコピープル(検
定合格言)Jの仲PBBにみなさんもぜひ加わつてくださいも

詳しくはえどがわエコセンターまで。電話 156591651

古河思子さん
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3期 生の課題であるイベントが 2月 ]フ

日(国)こタワーホール船堀で実施された。

参加者は4～ 9歳 までのお子さんを含め6宮

名にのぼつた。

企画内容は Oか んたん かわいい手作

リボシェット 0絵 本をたのしもう

0ころとるヨーナー O世 界に一つだけの
おひな様作り 0木 I工作と盛りだくさん
である。

ポシェットは参加した母親が手作りし

た。それを見まもる子どもたちは 母親の載

縫姿をあまり見かけなくなった今日 自分

の母親が無事作れるか八ラAラ  ド キ ド■

で見ていたのではないだろうか。かわいい

アップリケのついたポシェットを肩にかけ

た時 お 母さん |やった一とDIんだことで

しょう。

他の 4つ のイベントでは各コーナーで同

時進行で実施さllたので ルポ記事として

紹介しよう。

絵本 よ学生がセレクトし 埼ち奇りて集

めた。その中には 捨本の名作の「こんさつ

ねJや 「小さなうさこちゃんJシ リーズもあ

つたでしょう。「そんざつねJをおじいうゃ

ん おばうちゃんに声色つきて読んでもら

つた子どもはこんの顔色を思い浮かべ しヽ

つの国か再び自分で読むことでしょう。

ころころコーナーは 自由にのんびりし

ていい場所。曽段家庭にあってはゴロ」□

していられお父さんも 寝そべつて何もし

ていなくても怒られない。時間を気にせす

ゆつたりと週置していらllる。NHKテ レ

ビの「パパザウルス」とイメージがダブって

くる。

世界に一つだけのおひな椋づくり。正に

言葉どおり創作おひな様だ。紅コップに干

代抵や木エボンド カラーペンを使つてカ

ボランティア「体験」から始めてみませんか?
「ボランティアに興味はあるけど どんなことができるのかわから

なくて始められない。Jという方のために ポランティアが「体験Jでき
ます。自分に合つたボランティアを見つけるために「体験Jの場を活用
してくださいも

【1】ポランティア入門露座 (5/16～6′13)

実際に活動してしヽる方や障害者の方 受入ll施設の方のお言舌を聞いた
り 活動の体験を通して 活動の紹介やポランティアに関する基礎知
識を学8 こヽとができます。

詳しくはボランティアセンターホームベージをこ覧ください。

おひな様づくりにll戦|

ラフルなおひな様を仕上 すた。来年のlllの

節旬には 一段と喜やわヽなおひな様が子ど

もたちの部屋を飾つているでしょう。

そ して木エエ作。端材をのこさりで切 つ

たリ カナツチで釘を打ちつけたり 自由な

発想で工作を楽 しんだ。イベン トの始まり

から終わりまで工作に熱中していた子ども

もいたそうであるが 細かい注意はせすに

見守ることに徹 した。ケガ人はいなかった

とのこと。

取材をおえて豊心に返えり 次回は是非

参加 してみたくなつた。

(江戸川まちづくり学科3119生 E間  樹 )
(介護 福 祉学科4期生 市 川孝子)

3月 9日 (日)1ヨ岳われたイベン トについ

てお話を伺つた。

メニューよOAン ドトリートメント語習
会 0介 護予防体操 0転 ばぬ先の杖～

0和やかサロンの三つ.
ヨーロッパでは「方香頂法Jとして体系化

されている伝統療法をアロマ テ ラピース

クール謡師の小山道子さんの指導で二人一

組となつ よい言りの中でお互いの手のマ

ッサージによるスキンシッブとコミュニケ
ーションの時間を持つことができた。

つしヽで小松川健康サポー トセンター作業

療法士日中章子さんの絶t1/な指導による

「介護予防体操Jよ じゃんけんゲーム 「浦島

大部J「雨々ふれ8、れ」などの童記をそれそ

れ最後まで欧いきりながらの体燥は00歳

代の参加者の方から「体がポカポカして

もう楽しくてたまりませんでした。ぜひま

た宋させてくださいJとお1しの言葉をいた

だくことができたとのこと。

寄らしい飾りつけが好評だつた「末Dみサ

ロンJこ よ開場とともに卒業生もまるで実

家のようにくつろがれてお話が弾んでいた

ようで 午前の「Aン ドトリー トメントJと

「介護予防体燥Jの会場槙様書えの間はたい

へん込み合ったが おいししヽ茶実に参カロ者

の皆さんはホッと一息 。

インタビユーの間 ク ラスのメンバーの

あたたかい笑顔にとても心が和んだ。

当日よ 「エイエイォー」の気合いでスター

ト 最 後は成功を祝つて 「一本締めJで 終

了。イベントに向けて心がひとつになつて

いた。と言う。

「介護 福 祉学科Jら しくメン八一同士

の思いやり 心 のこもったおもてなし .

まさにホスピタリティの精神がイベントの

成功につながつたのだと思つた。ちなみに

参カロ者は区民20名 卒業生8名 学生]6名

であつた。

(子ども受援学科3期生 渡 線佳保里)
(介題 福祉学科3期生 松同 滋子)

塵認に合わせてしゃんじんゲーム

に】夏のポランティア体験
夏休みを利用して ヽランテ
イア活動を体験 してみませ

んか。活動先は 100か 所以上

あります。

小学生から大入まで 誰でも

参 加 で き ま す 。説 明 会 を

6 / 2 0 (金) 2 8 (日 )にP I B催し

ます。

httpt′/tvtv t vc city edog3,Va tOkyO Fp/
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江Fa 区 原爆被言者の会 「親江会」事務局次長

西本宗一さん

0昨 年 「平和の コン

サー ト」にお伺しヽ し

たのですが。

●今年 もフ月6日 に

葛 西 区 民 館 ホ ー ル

で  古 徳 景 子 S
P O Z O マ リンブヽ コ

ンサ ー トを行 い ま

す。原爆投下後 に広

島県三原市から菜を

持 つて広島に入 られ

たlg父の言きをお的き

にな つた古徳さんが作曲 した 「学GAKU」

な どを涙奏予定です。江戸川 区少年少女

合唱団が共演 します。

●最後 にな りますが 私たち人生大学生
に望むことはb

●私たち よみんな高齢者で 必す しも健

康体ではあ りません。や り残 してること
がた くさんあ ります。どんなイベ ン トで
もいいので一惰に何か出来た らとっても

素晴 らしいと思つてます。

2崎 間近くお話を伺うことが出来ました。

西本さんは酸素ボンベを手放すこと よ出来
ません。60数 年●ミリに実家の跡を訪ねらll

たそうです。「街 ますつかり変わつたが当9青

の樹が残つていた。」と話しておられた。

実家に帰るまでに60年 以上の月国を経
なければならなかつた西本さん。皆様の願
いはきつと実現 します。いや実現させなけ

ればならなしヽとの思いを強くしました。

〈島口記)

先生を紹介します

子ども支援学科      f

乗野玲子(はだのれしに)先生忘れないために

西本宗―さん。フ1歳。

中葛西4丁 目の滝野公国にある 「原爆

犠牲者追悼碑Jを こ,知 ですか。

その碑を守 つている江戸)区 原爆被害

者の会 「親江会Jの事務局次長をされてお
ります。どのよ うな思いで碑に向かい合
ってきたのかをお伺い しました。

●碑の建立は。
●昭和36年 に親江会ができ a召和56年

に 江戸川区在住 区にゆか りのある原爆
犠牲者の霊を慰め そ して忘llないため
に親江会 仏教会が中心とな り 区民の営

様の淳財そ して公因の使用計可を快 く認

めて くれた江戸川区などの協力て建立す

ることが出来ま した。

平 成 lフ年 に は犠 牲 者 の お 名 前 (約
280名 )を彫 つた名簿碑も建て らllまし
た。毎年 お名前 が増え続 けてます。8月
15日 の終戦記念日には 区軒部が献花を

してます。追悼式も今年28回 目を迎えま

す。

●新的な どで 被爆者の数済措置が諭 じ

られてますが。

●被爆が原因でガンなどの発症者の救済
はようや く認め らllましたが 実 はそれ

以外にも多 くの障害を背負 つて生きてい

ます。私は爆心地 か ら 14■ ロメー トル
の ところで校爆 しま した。姉と妹は家の

下敷 きで亡 くな りま したbチ ェル ノブイ
リでも私と同 じように 被爆23年 で突

発性育柱湾曲になる子 ども達が多いので

す。

原嫁の恐ろ しさを伝えると同時に 決

して再びこのような人たちを作 つてはな
らないと会員全員が願 つてます。

●学生に望むことなど

をお伺いしました。

●携わつてから3年 目

1になりまFが 向学心

があり 子どもに対す

る優しtl気持ちがとて

も素晴らしいと思つて

います。

何か新しいことを始めることだけatg出

あることではなく、これまでの各自の活的や

思いと、一倍にぶりttえウいかめるうプロセ

スを大切にしたいと思つて観凛をしています。

ここでの伸間との出会いと、すつと大手にし

てほしいですね。

●先生の夢をお問かせください.

●公民宮を建てたいです。■のB点 です。

お■の■さんが無まつて、FAを ■つけられ

る掲所attれ たらいいな、と。宝くじを当て

なくちや。 (集)

子どものように目を輝かして言る菜敵

な先生でした。

(子ども支援学科4期生 住谷信夫 大営根嘱子)

第3回 「大学祭」のお知らせ

平成20年 8月9日 (上)タ ワーホール船堀

において 第3回江戸,総 合人生大学祭を開

催いたします。

私たち約180名 の■生は 学びを通じ 江

戸,区 内における様々tJ問題点 課題を探る

活動をしております。

大学祭では メインテーマ「ひと あい え

どがわJサ ブテーマ「学ほう 遊ほう 楽しも

うJを掲げ 私たち学生の活動や 大学での

学びの成果などを 展示やステージなど色々
rJイベントで紹介いたします。区民の皆さま

に足を運んていただき 江戸川総合人生大学

を知つていただけllば幸しヽです。

大学祭実行委員会

“ 困 ロ ロ 旧 田 区民の皆様のこ参力口をお待ちします

平和公田での西本さん(右)

総含人生大学同窓会摯市籍会が開催されました

江戸川結合人生大学もPIB校以来4年 2回の卒業生を送り出した。

昨年夏わ`ら同窓会の設立の勁きがあり ]2期 卒業生により十数回に及ぷ会合がもたれ
4月 2日卒業生 学校関係者など約l10名 で「江戸川総合人生大学同窓会」設立総会がタワ
ーホール船堀で開催されたも

結会では 会則票 役員察などが雷誘さllい すれも満場一致で承認された。介護福祉コ
ース]期生の鈴木圭一部さんが会長に選出され スター トした。

「卒業生の福東 大学との連携を強力にすすめたい。そしてまもrJく3期生が卒業を迎え

る。この会が新たなメン八―を迎えることになるが 心より歓迎する」との 力強い会長の

言票が全員に伝わつたも

引き続き会場を移し想編会が行われ 北野学長を始め大勢の来賓の出席もいただき 船出
の馬を祝うかのように和やわ`な時間であつた。

催  し 日  崎 会  場 費   用 主催  お 問 い含 わせ  肉 昼

日本語でOK!
お茶のみ交流会

5局17日(土)/21日(水)
5月31日 (土)/6月4日(水)

樹 |:骨配;壇晶 3防

清新町コミュニティ会館
集会室

100円 国際江戸端会議 端 (また)
http//www geoc ties,p/edobata2006/
6月は4回開催します。表記以外の開催国は
お問合せください

江円H総合人生大学学生による
第9 10回 朗読会

5月 24日 /フ月19日
10時30分～11時40分

タワーホール船堀
9F応接会議室

無料 堀川
TEL 8679‐ 4357

小岩の茶店 毎月2の付く国
10時～15時

南小岩フラワー□一ド
ポケット八ウス

無14 すきま南風 高 木
TEL 5668-5396(詳 しくはこ連絡を)

「ひとあい えどがわJ編 集委員

12期生lB国 久市(工)F爆 弘 言日英整(日)=原 え格子(7)キ=臼介(介)               i

te期生1■田日 ■■■紀手(■)馬B● 矢作弘子(臼)高奪取子 甚コEFg(子 )松回速子 情草自t7(介)i

盟 留鮮 緑 黙 語 観 精 キ、麒 彗括苦督旨令鵠 鍋 子彗そ子

mi

素敵な情報を待つています

「ひとあいえどがわJよ人生大学発の 区民と学生を矯ぷ情報紙です。 |
ユニークな活動をしているグルーフ 是夢F取り上げて欲しいグルーブな
どありましたら 総合人生大学事務局まで置連絡ください。


