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平成 時代 と共 に歩 んだ TAMA市 民塾
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平成 の 30年 が終了 し、5月 か ら新 しい元号 「令和」が スター トする。 TAMA市 民塾は平成
7年 に公 と民の協働 で、多摩 30市 町村民を対象 とす る広域的な生涯学習の場 として、かつ営利
を目的 としない事業 として始ま り23年 が経過 した。TAMA市 民塾は、運営 ス タッフか ら講師・
塾生まで生涯学習 とい う同 じ土俵で活動を続 け、多摩にゆか りの皆 が多 くの知性 を結集 し、交
流の場を築きあげてきた。
一方 この平成 30年 間で世 の 中の状況は、次のよ うに 目まぐる しく変化 した。 (1)家 族形態
の変化 ・・・ 核家族化 が進み 1人 暮 らし世帯 の急増。 (2)高 齢者 の増加・・・ 少子高齢化 で平
均寿命 の変イ
L(3)バ ブル経済崩壊後 ?。 ・ 右肩上が りの経済成長 から平坦化へ、そ して働き
方の変イ
L(4)災 害・異常気象の多発・・ 。地震・ 地球温暖化 による災害級 の気象多発。 (5)
インターネ ッ トの急激な普及・ 3● 世界をシー ムレス社会へ 、そ して我 々の生活 ス タイル と意
e.。 し
識を大きく変化。 (6)海 外では政変、戦争そ して経済戦争 により不安定な要素 が多発
か し、 日本国内は平和が継紀
また、TAMA市 民塾も、当初は 「地域交流、世代交流、国際交流」を基本理念 として、ス
ター トした。 しか し平成 27年 の 20周 年 を機に、「講座 は コ ミュニテ ィー」 とい う新 たな理念を
掲げ、当初 の基本理念 を基礎 に 「知縁 コ ミュニテ ィー」 に移行 した。
なぜ、基本理念を移行 したのか。それは、首記に述べた平成 30年 間の大きな社会変化 である。
高度成長を支えたみは、企業 コ ミュニテ ィー世代だ つた。 この世代 は強 い共同体意識 と高いモ
ラール を持 つていたが、居住地域 では コ ミュニティーづ くりに参加す る余裕はなかつた。その
後、 この世代 が定年により地域社会に輩出され たが、彼 らの参加す るコ ミュニテ イーはまだ築
きあげられていなかつた。
そ うならば、新 しい コ ミュニテ ィー をつ くれないのだ ろ うか。 この世代は高度 日本経済の担
い手であ り、素晴 らしい知識 。経験を持 つてい るのだか ら。

この新 しい 「知縁 コミュニテ ィー」つ くりをお手伝 いす るのが、新 しい TAMA市 民塾 の理念
なのだ。
TAMA市 民塾は、府中の多摩交流セ ンターを中心に活動 してきたが、昨年 から府中市以外
で 「スポ ッ ト講座」 を実施 している。様 々な講演を実施することで、多摩 30市 町村に市民塾の
「知縁 コ ミュニテ ィー」つ くりの 「種」が育つ ことを願 つて活動を始 めてい る。
「知識が生きる。個性が生 きる。頭が回る。体が動 く。
だか ら楽 しい。 だか ら面白い。 だか ら次国が待 ち遠 しくなる。
そんな 「TAMA市 民塾」 を皆 さん と一緒 に作 り̲Lげ たい。」
そ して、 この過去 10年 間 塾生 6,300人 の方 々 と生涯学習の講座 を通 じて コ ミュニティー を築
いて きた。

―

―

講座 :書 いてみ よ う 。作 つ てみ よ う

塾生 :中 村

瑞雄

この 講 座 の 担 当講 師 は、 稲 生 逹 朗(秋 月違 郎 )講 師 で す。

初回の講座がまもなく始まろ うとして いた。期待 と不安 とが入 り混 じる中、教室では色んな
人が動き回 つてい る。どの人 が先生なのだろ う?最 初に この人かな と思 つた方は受講生。さつ
と入 つてきて正面前 に座 った途端に発声。ああつ、 この人が秋月先生なのだ。若 々 しい、格好
いい、みなぎる力.落 ち着 いた語 り日か らも頼れ る先生だ と思 つた。期待あるのみ。
「小説や脚本 は、 自分 の言葉 で書かなければな らない。そ して、そのことが素晴 らしいこ と
である」 最初 か ら、 この言葉が̀い に突き刺 さつた。
問題は、
『 日本語 の乱れ』にある。い くら自分 の言葉 で書 くとい う素晴 らしさも、それ が間違
つた 日本語であれば、ただの頓珍漢 な文章になつて しま う。 ら抜 き言葉、敬語・ 丁寧語 。言葉
その ものの誤用な ど、秋月先生か ら毎回示 され るそれは、困つたことに現代社会 の 中で広 く日
常的に使われて しまつてい る。 正 しい 日本語が追 いや られ、乱れた 日本語が大手を振 つて歩 い
てい るよ うな もの。無法者達がのさばつてい る世 の 中のよ うで、たまつた ものではない。嫌 に
なる。そ こで 自分が書いた文章をみ ると、そんな奴 らが出て くる。情けないこ とだが、私 もや
られて しまっている。試練である。 日本語 の乱れを直す ためには、 日頃か ら気 を付 けるとい う
闘いが続 くのである。大変な こ とだ。
技術的な課題では、文章の基本的書き方や 「」な どの記号の使 い方か ら文章構成 の様 々な手
法に至るまで、参考になるこ とばか り。特 に、登場人物 の 【
運勢】 とい う設定には驚 いた。今
まで気が付かなか つた。人生にとつて運は大事な ことだ と改 めて思 つた。
また 、映画 で歴史年表 を作成す るとい う独創的で壮大な映画紹介は、秋月先生 か らの貴重な
映画の贈 り物 のよ うで毎回嬉 しい。
そ して 、水平思考 の時間。 ある場面や い くつかの情報 のみで、その物語 の謎 を解 いてい くと
い う課題である。受講生 の個性的な発想 と先生 とのや り取 りは、興味深 くて気持 ちが昂 る。物
脳 の活性化 にもな ってい る。最高に面白い。
語 の意外性や着眼点 についてのいい勉強 になつて、
秋月先生の要約は、変化に富み濃密 で盛 り沢山。 お土産 の資料付 きの ときもある。 とにか く
凄い。帰 つてか ら見直 した り調べ た りす ることによつて、さらに知る喜びを得 られ るの もあ り
がたい。 これか らも大事に使 いたい。 さらに、新 しい要約 の最初 にはくこれまでのま とめ〉が箇
条書きに され、毎回

15分 ほ どの復習 がある。先生の思 いや りに感謝。

私は今、 これか らもこの講座を楽 しみに して学び 、残 り 7月 末まで頑張 つて通塾 したい と思
つてい る。生き生 きと受講 してい る皆 さん といっ しょに・・・ 。
最後 に、 この文章の中に 日本語 の乱れ がない ことを祈 つています。
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講座 :い ざ台湾ヘ ノ 失敗 しないお茶選びの コツ
講師 :佐藤 朋子
ここ数年、台湾がアツイ1
海外人気旅行先ランキング、4年 連続 1仏
飛行機に乗れば 3〜 4時 間で着き、週末に弾丸旅行
だつてできる。
親日で、
街なかや観光地でも案外 日本語が通 じる。
衛生的で治安も良く、グル メもフォ トジェニ ックも
期待できる
!

さあ、こう聞くと誰でも行つてみたくなるのでは露
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そんな台湾旅行を満喫 した後、さておみやげを買わ
.
…
つ
ら
のが
い
なきゃ と思 たときに、まず目に く
台湾茶ではな でし う力、
￨ょ

台北では、街中至る.と ころにお茶屋さんがあります。
台湾茶は、国民のソウル ドリンクとして無くてはならないし、海外でも多くの根
強ぃファンがいて、実は、需要に供給が追いついていないのです。
そこで どうするかとい うと、ベ トナムやタイなどで低 コス トで作 り、輸入 してい
ヽ
るのです。
台湾みやげに台湾産のお茶を買つたと思つていたら、実はベ トナム産だつた !と
い うこともままある話です。
美味 しくて、安全で、出来れば安 くて…
″
″
そんな ホンモ ノ の台湾茶 を見極める知識を
身につ けて
い ざ台湾へ

ヽ
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第 H3回 TAMA市 民塾 日曜講座取材報告
武蔵 野 の至宝

(平 成 30年 3月 25日

実施)

『名勝 小金 井 」桜
講師

椎名豊勝氏

講師 の椎名 豊勝 さんは樹木医 として樹木 の診断・治療 に携 わ り、自治体 の環境審議会・ 文化財保護審
議会・ 緑化審議会等の委員、国営昭和記念公 園の 自然観察 ツアー講師 をされています。 ライ フワークと
してサクラと雑本林の研究を続けてお られ、一般社団法人 日本樹木医会会長及 び同東京都支部長 として
も活躍 されてお ります。
大正

13年 、国の史跡名 勝天然記念物保存法 によ り指定 された 「名勝

小金井 (櫻 )」 は、玉川上水

の 両岸約 6 kmに植 えられたヤマザクラ並本 で 、現在、小平市・ 小金井市・ 西東京市・ 武蔵野市の 4市 域
にまたが つてい る。また、小金井 のほか、同年には、茨城 の桜川・ 仁和寺 (御 室桜)・ 奈良の吉野・ 荒
川堤 (現在 はない)の 櫻 が名勝に指定 されてい る。その後昭和 25年 に文化財保護法に引き継 がれ 「名
勝

小金井 (サ クラ)Jと 表示 され るよ うにな つた。

二川上水は 、 1653年 、江戸の人 口増加 に伴 う飲料水 不足を補 う為に計画 され 、高度 な測量技術・
土木工事を背景に、多劇 ￨1上 流 の羽村 を取水 日とし、江戸 に至る約 4 0kmの 上水路 として完成 された。
途中で分水 (千 川用水他)さ れた水は飲料水や灌漑用水 として利用 され、新田開発 に大きく貢献 した。
武蔵野新 田開発 に尽力 した地方巧者 の川崎平右衛円は、 1737年 将軍吉宗 の命 を受け、小金井橋 を
中心 とす る対

:1上 水 の 両岸に、吉野や桜川 か ら山桜 を取 り寄せ植樹 した。 これが桜並本 の始ま りであ

る。 当初 の 目的は、土手の保護・ 花に よる上水 の解毒等 と伝わるが、新田農民の定着化 と収穫増 にも寄
与 した もの と考えられ るとの事。結果 として小金井櫻は、数十年後 には、江戸 の行楽地 となつた。
その後、道路 の拡張・ 一時通水停止等に より、桜 の生育が
障害 され、雑本 が繁茂 し、並木 の様相 が変わつて しまつた。
現在、都・ 小金井市・ 市民団体がモデル整備地区に指定 し、
ヤマザクラ並木 の復活 を目指 し活動 している。
新小金井橋 か ら梶野橋 までが整備 されてい る昨今、 こ うし
た小金井櫻 の来 し方を踏ま え、散策す るの も一興か と、おは
な しを伺 つた次第 です。
(取 材

30年 10月 21日『 暦を知れば事件・伝統行事 が見 えて くる」
31年 1月 20日 「(仮 )マ ジ ックを楽 しむ」
I日

日曜講座 の予定

文 駿河哲雄 )

31̀■ 4月 21日 「α反)/1ヽ 野/1輝町」

