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マルチ人間のプチ ・ボラまちづくり

江戸1総 合人生大学 江戸川まちづくり学科 学科長

佐谷 和 江

2004年 に江戸川総

合人生大学がスター トす

る時、「まちづくりの学

科を担当してもらえない

わJと 話がありました。

それまでに、まちづく

りの講座を何度かやりま

したが、短期的なものだつたので成果が見えづらく残念

に思つてしヽたところでした。総合人生大学 よ体制や期間

などが本格的で、大変やりがいがあると感じました。

ところで、「まちづくり」とはどうしヽう意味でしょうか?

文字どおり 「まちをつくる」という意味ですが、それ以

上の明確な定義 よなく、辞書に載つていない言葉です。

私なりには、行政主体で実施する 「都市計画Jと は違い、

地域住民が中心となつて住みよいまちをつくっていくこ

と、と解釈しています。つまり、まちづくりに|よ、地域

住民の関わりが不可欠なわけです。

しかし、一般的には関心が低しヽのが現状です。そのよ

うな中、まちづくりに関心ある人たちが集まつてくれる

ということにワクワクしました。

また、ボランティアだけでなく、NPOな どの一種の仕

事として 「まちづくりJを する人たちも出てきてくれれ

ばしヽしヽなあと考えました。

仕事だと一日8時 間200国 で年間 ]600時 間、ボラ

ンティアなら月 10時 間、 ]2ヵ 月で 120時 間、ブ〔ワー

やノウ八ウの蓄積からみて、仕事として関わる人を増や

したしヽと思つたのです。

5年 経つた現在、当初のやりがいやワクワク感|よその

ままですが、「ボランティアと仕事Jに つしヽてはわ`なり認

識が変わりました。

江戸川まちづくり学科の皆さん|よ、趣味 家事 介護 仕

事 地域活動など、多彩な生活の一コマにまちづくりがあ

ることと、一人一人の人生経験やネットワークを活かせば、

ボランティアでもかなりのパワーがあるとしヽうことです。

「マルチ人間のプチ ボ ラまちづくりJな んですね。や

やオタク的にまちづくりに関わつてしヽる身として よ新鮮

ですし、今後の展開を楽しみにしています。

E拷 岳祥何 選択科目 「江戸・下町学」がスタート

故きを温ねて新しきを知る。「江戸時代から学8Jこ れがこの講座のねlDしヽです。江戸

時代への関心が高まるにつれて、往時の庶民の暮らし向きがしめ に`エコロジーに徹し、

リサイクルを基調とした社会であつたわ`、近年明らかにされてきました。

そして世界にも類を見なしヽ識字能力の高さには目を瞳るものがあります。現代に生きる

われわれが今お手本とする社会が江戸にあつたのです。授業の中で よ何よりも知ることの

楽しさを味わいながら知識の幅を広げていきます。

八つつぁんや熊さんも登場する庶民の哀歓がただよう長屋の人情噺からも、向こう三軒

両隣の助け合しヽの精神が脈々と伝わつてきます。ベテランの講師陣による講義で 「江戸の

庶民社会」を浮き彫りしていきます。

囚

因

地域のために自分を活かしてみたしヽ。江戸川総合人生大学はそんな人のために江戸川区が開設した区民のための大学で

す。現在、1年生と2年生合わせて約 180名 の学生が、熱心にそれぞれの目的や課題に向けて授業に取り組んでしヽます。

(*学 校教育法等で定める正規の大学ではありません。)
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4期 生に「1年間で学んだことを伺

しヽました」

『入学動機が似てしヽても、多様な

生き様をしてきた私達の間でボラン

ティアヘの認識のズレ、或い|よ活al」

の軸足の違いに悩んだこともありま

したが、出会いの素晴らしさを知り、

学びを通して新鮮な知識を得る、一

つ一つの現地研1多を通じて、社会を

洞察する力や新たな実践力を身につ

ける等々の満足感が出つつあるのが

現状です。そして今後の社会活動を

実践する糸□が少々だが見えはじ

め、それが生きがいを与えてくれる

のかもしれません。

まちづくり学科では対象が広く焦点

を絞りにくいようですが、寺子屋を

つくり鍵つ子に愛を、濠」団でも立ち

上げ心の豊かさをとか  プ ラニン

グが沸々と提案されるようになりま

した。5期 生には、出会しヽ、体験を

通じてしつかり学んでいただきたい

と思います。本当に様々なことが見

えてきますよ。考え方の違いから何

度か辞めようと思つた偏屈男でも言

うのですから間違いなしです。交流

を深めつつお互いを知るのも楽しく

有意義ですね。昼、夜の会食/飲 み

会|よ距離を縮め、肩の力が抜けて新

たな知恵や発想が生まれてくるの

で、お奨めです。当大学で|よ先輩と

気楽に話をしたり、学科を越えて自

由聞達に交流できる土壌があり、そ

こにもヒン トの山がありますね。』

(取材 i江戸川まちづくり5期 生 相 本 &笹 原)

早いもので私たち 5期 生|よ無我夢

中で 3か 月が過ぎました。自分自身

の勉強の方向も定まらないまま、慌

ただしく時が過ぎたという感じです。

丁度、この時期に 4期 生が学科のイ

ベン トとして FLet's enioy l』を

企画 開 催 しました。大変良しヽ機会

ですので、今後の学習の参考にする

為にイベン ト終了後に4期 生の川瀬、

中嶋両先輩に一年間を学び終えた後

の感想と5期 生に対するア ドバイス

を伺いました。

両氏とも自分のやりたいことの方向

づけができるようになつたのは、夏

休みに毎週 1回、殆どのクラスメイ

トが自主登校をして大学祭に備えた

頃からで、この事によつてクラスメ

イ トの各々の得意な面が分かり、グ

ループ毎の発表も良いものが出来、

クラスも大きくまとまつたそうです。

また今で十よお互いの連帯を強める為

に1葛報の交換を密にしており、イン

ターネットの掲示板の利用、毎授業

後に

目
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工!

のコミュニケーシヨン、飲み会など

活発に行われています。

5期 生へのア ドバイスとして|よ、ク

ラスメイ トや先輩、課題研究やフィー

ル ドワークで知り合つた方々との連

携やネットワークを大切に行動する

事。今回のイベン トも個人や課題研

究での人脈、3期 生の協力が大変大

きかつた。また、チームワークを大

切にし、お互いの足りない部分を補

い、成果を上げてほしいとのお話で

した。

私たち5期 生はこれらを参考にして、

今後の学習に生かしていきたしヽと思

います。

(取材 i国際コミュニティ5期生 杉山 細 谷)

実施日

会 場

主 催

内 容

④
“
もつたいない

"展
示会

会 場 :タワーホール船掘l階,展示ホールl

時 間 i10時～16時30分

参 力]i申込不要。直接会場へお越しください。

内 容|

●プロが教える!害らしに役立つエコの知恵

(掃除・洗濯`省エネ)

0は じめようエコ1体験コーナー

(はし袋作り、同目敷結び、こみ分,1ゲームほか)

OCD/DVDリ サイクサレ回収BOX設置

t 申

チヤレンジ技

えどがわエコセンター 第 3回 もったいむい運動えじatわ区民末会

平成21年3月7日 (土)
タワーホール船堀

特定非営利活動法人えどがわエコセンター・コ 1区

ごみを減らし、資源やエネルギーを大切に使う工夫をした家庭

や事業所を表彰し、取り組みを発表。あわせて、北野学長より

「もつたいない吉言」と題してこ講演いただきます。

①
Ⅲ
もつたいない

ヤ
発表

会 場 :タワーホール船掘5階 大ホール

時 間 モ]3時45分～16時

参 加 :予約制です。えどがわエコセンター (5659-1651)に
お問い合わせください。
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子ども支援学科で|よどんなことを

学ぶのでしょう ?子 どもの発達 家

族 取 り巻く環境について広く授業

があり真剣に学んでいます。学生生

活に慣れてきたところで、4期 の皆

さんに質問です。

1年 間学んできて、広い意味で 「子

ども」について何を感じましたか?

子育て支援の現場を見たり聞いた

りすることで他人や自分の子どもに

優 しくなつた。兄弟が多い子はたく

ましくて役書」分担が自然と出来てしヽる。

こ自身の事に重ねたお答えもあり

ました。子育て真つ最中の方、4期

にもいらつしゃるのですね。意見交

換の時など参考になる意見がたくさ

ん出ます。子育て中の方、子育てが

一段落 した方、お孫さんを思いなが

ら  い ろんな方が一緒に学ぶ事で

様々な意見がでます。そして多くの

出会いがあります。

今後について意気込みを伺いました。

1年 目の学びだけで|よ知識の在庫

が少ない。もつと子育てサポー トの

現場に出て知識を吸収したい。

来子どもに戻つてボランテイアに励む。

*い ろんな人を巻き込み (学習支援

など)社 会参力0をしたい。

子どもたち、そして親子を取り巻く

環境|よ様々です。その中でほつとす

るひとときを多くの方とこ一緒でき

るよう、学び 活 動を重ねていきた

いと思います。どこかで皆さんとお

会しヽするかもしれませんね。その時

はよろしくお願いします。

入学式から早数か月経過、右も左

も ?の まま、諸先輩方に質問、回答

を頂きました。

40時 間の社会活動体験について

体験先|よどのように決めましたか

ボランティアセンターや先輩に尋ね

たり、見学したりして決めました。

どのようなことをするのですか

「話し相手」「湯茶 散歩 食事 手芸

工作の準備や補助」「清掃 シ ーツ

交換 洗 濯物のたたみ」「ドライヤー

掛け」の他 「体操 吉 読 カ ラオケJ

Iよ一緒に行しヽました。

体験で感じたこと|よ

ます利用者さんの名前を覚え接する

ことが大事だと思います。スタッフ

の手が足りす要望に答えられないこ

とがある。若しヽ職員の方達の懸命さ

に感動。
一番楽しかつた (心に残る )授業|よ

Fこのゆびと一まれ*惣 万佳代子代

表』実戦力と共生ホームの魅力。『夢

の湖舎 *藤 原茂理事長』 介護予防

|よ生きがいづくり。『カウンセ リン

グ /回 想法』等。

一年目の後半 (大学祭に向けて)は 、

夕D何でしたか

大変で|よあつたが、各々個性を発揮

し曰標に向かつて協力し合えたこと

|よ貴重で充実感と結束が更に深めら

れました。

5期 生への助言等

年が明け、梅の花が咲き始めた頃か

ら、もしかして、頑張れるかもと思

いました。大切な何かを見つ|サられ

ますよう、授業もその他も楽しんで

ください。

【第3回大学祭 介 護福祉学科4期生】
(取材 1介護 福 祉学科5期生 木 元&宮道)

ボランテイアセンター ご存畑ですか?ボ ランティ7保 険

ボランティアセンターでは、ボランティア活動中のケガや事故に備えるための 「ボランティア保険」の受付を行つています。

ポランティア保険は、国内のボランティア活動中 往 復涼 卜の事故により、ボランティア自身が被つたケガに対する補償 (傷

害保険)と 、他人に対して損害を与えた場合の補償 (賠償責lll■険)が セットになつた保険です。 保 険の適用事例で最も多い

のは、往復途上の自転車による事故でケガをする事例です。ボランティア活動を安心して行うために、ボランティア保険に力]入

することをお勧めします (加入は任意です)。

ボランティア保険は年度保険 (受付翌日から3月 31日 まで適用)で 、掛け捨てです。保険料は平成20年 度の場合、300円

から1,400円 まで6プランがあり、ポランティアセンターに登録した団体 ・個人に|よ保険料の一部(250円 )を助成する制度があ

ります。

《問い合わせ先》ボランティアセンター 電 話 :5662-7671

江戸川区松島 '-38-1 グ リーンパレス新館 l階



昨年 9月 1フ 日から一週間、江戸川総合人

生大学 OB有 志 B名 が、江戸川区と姉妹都

市であるオース トラリア ゴ スフォー ド市
へ多田区長のメッセージを携えミ表敬訪間

しました。

」スフォー ド市は 1988年 に区と盟約を

結んだ姉妹都市で、シ ドニーから北へおよ

そ 80キ ロ、車で 1時 間の位置にあり、深

い入り江に囲まれた風光明婿でのんびりし

たリゾー ト地。面積|よ江戸川区の 21倍 。

人口は、 16万 人。

訪間されたメンバーの一人 :吉田英雄さん

(国際コミュニティ学科 2期 生)に お話を

伺しヽました。

「Jス フォー ドを訪間さ/1たきっかけは何

ですか。J

「同 じクラスの高橋陽子さん (ホームステ

イ交流会=リ ボンクラブ代表)の 呼びわ`け

で参加しました。高橋さんは、ホームステ

イ交流の経験が豊富で、今回も区の担当部

署の協力を取 り付けていただき 実 現 しま

した。J

「ゴスフォー ドでの交流の様子を教えてく

ださしヽ。J

「予定 してしヽたスケジュールどおり9月 1

9日 、シ ドニーからレンタカーで先す
“
ウ

オーターフォー ド リ タイアメン トビレッ

ジ
"を

訪間。女性の皆さんは和服のいでた

ち、日本舞踊と空手の形を披露。その後

直ぐ 卜二一 セ イタムさん宅へ。そこでは

豪華■J手 作り料理の昼食が用意され、姉妹

都市協会関係者が揃つての歓迎に大感激で

した。暫 し歓談後、市庁舎へ。にこやかに

出lrDぇて頂いた市長から歓迎のスピーチ。

続いて私が区長のメッセージを読み上 ザ手

渡 しました。多忙な中を市長自らの心温ま

る歓待には大感激でした。また、マーガレッ

ト 八 一ディさん (姉妹都市協会事務局長)

に市内案内までしてしヽただきました。J

コスフォード市長と

「ゴスフォードでの交流を体験されて、しヽ

かがでしたか。」
「行く先々で莫心のこもつた歓待に、大変
感動しました。新たな出会いと貢重な体験
をさせていたださ感謝感激です。本学の皆
さんにも是非お勧めしたいですね。」

(ゴスフォード訪間者)

介護 〕期:皆川栄子、国際 1期 i中村徹子、同2期 i

高橋揮年 高 橋陽子 田 中清子 皆 川浩―

吉川和夫 吉 田英雄

(取材 i国際コミュニティ学科4期 生 秋元S5期 生

細谷)

10月 29日 、第 3期 卒業生を迎えて開催した、第 2回 総会 懇親会は、同窓生の絆も一層深まり、会員 212名 がパワー満開となりました。
今年度は専門部会を編成し、会の運営をよりきめ細かく充実させたいと考えています。ますは会費納入方法のひとつとして郵便局口座を開設
しましたのでこ利用ください。詳しくは、2月 発行の 「同窓会便り2号 Jま たは同窓会HPで 。
3月 28日 の 「東アジア長寿社会国際シンポジウムJに も参加予定。生涯学習を通して地域に根ざす活々とした活alJを目指し、在校生のみな
さまと卒業生をつなぐ架け橋としての役害」を担えるよう努力してまいります。今年も一層のご支援、こ協力をお願いします。

先生を紹介します
子ども支援学科

友野清文 先生

江戸川総合人生大学との関わりは、たま

たま息子の同級生のお母さんが設立準備委

員をされていて、その人から子どもコー
ス

(環:子ども支援学科)の 講師を深してい

るというお話を聞いたことに始まりますぃ
その時はどのようなものなのか見当がつ

きませんでしたが、2004年 の夏の盛り

に授業案を持つて区役所の設立準備室に

伺つたことを思い出します。

1 2期 生の授業ではお互しヽ こ手探りで

したが、20代 からフ0代 の様々な人生経
‐験を持つ学生さんと出会うことができたこ

とが、私にとづての財産です。有志の方と

積極的に子育て支援施設の見学に出力Hすた

ことも良い勉強になりました。

昨年、大学は5期 生を迎えました。

何より嬉しいのは、授業の中で卒業生の活

躍を紹介できるようになつたことです。活

動をするには、熱意とともに冷静に現実を

判断する力や人間関係を作る力が必要で

す。

今後とも学生さんと一緒に子育て支援活

動のあり方を考え、卒業後に各々が自分な

りに活動できるよう努めていきたいと思つ

ています。

編集後記
この情報紙が 地 豊への紹介と同時に大学に関わるすべての人たちを結びつける役割を果た

すこと そ のための編集に多くの方が嶺福的に参力8してくださることを祈るとともに 編 集作

業の中で熱いFj間を共有できたことに感謝します。         (頬 崇長 松 岡瀬子)

素敵な情報をお待ちしています 1

ウオーターフォード リ タイアメントビレッジにて

催 し 日時 全場 費用 主催 お 問い合せ 内 容

江戸'ミ ニディホスピス研究会
2 月 2 9 日

4 月 2 7 日
駒
崎如的

月

３

月

月

タワーホール舶堀 305号 室 200円 博多 TEL 03 3658 0155
FAX 03-56930021

葛西の寄り合い所 社 の会
曾月 18日  3月 4口 18日
4月 l口 15日 (水)]3Fj～ 1 5Fj

四B四 578
第ニドミール森田404号

200円
材料,甲

石井TE[ 0801049‐ 3310

夢ぽすと ホットできる居場所 2月 22日 (日)]3崎 ～ 〕5時 東葛西コミュニティ会館 200円 ―木 IEL 03 3878‐ 9930

江円 Ⅲ結合人生大学学生

牢業とによる朗読会

3月21日 (■) 第 14回
10時 30分 ～1〕時40分

タワーホール船堀
3陪 応墳会議室

無 料
掘川 TEL 03-36794357

はじめてみよう園碁福祉
2月19日(木)
]8時30分～20崎30分

タワーホールTe堀
4陪  研 修室 無 料

先着順 70人  FAXに て受付
花ステーシヨン研究会 高 木 035668‐ 5396

案しい中国語臨座 毎遺木曜日 10時 ～ 11時 00分 】切 岩ヽコミュニティ会館 600円 口原 TEL/FAX 03-3675‐ 6046

東アジア長寿社会国際シンポジウム
3月 28日 (土)'0崎 ～ lア時
(展示 よ〕4時 連)

タワーホール船堀 太 陽の間
無 料

江戸川区 (社 )エ イジング結合センター 高 齢社会 NC0
連携協議会 東 アジア地域人口高齢化専門家会議

/1戸川ガイ ド勿 レーフ

(網水公□探索 )
4月 上旬 小松川卿 町親水公田周辺 渋谷 08034090468

「ひと あい えどがわ」編集委員

〔3期生】と闇樹竹重真紀子(江)高島卓矢作弘子(固)高森敬子渡a仁保里(子)松岡滋子植草良子(介)

仰期生〕flR谷吉光寺久保好子(江)秋元直実木村お子(国)住谷信夫矢放幸子(子)勝倉洋子川端慶子(介)

15期生】笹原琶代司相本直樹(江)杉山力細谷久子(回)小杉裕子牧野久恵(子)木元和子宮道益江(介)

編集言3事に関するお間い合わせは 大学事務局まで 電 話 :03-3676-9075


