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富士見市市民人材バンク推進員の会 

問い合わせ 富士見市教育委員会生涯学習課 

電話 ０４９－２５１－２７１１(内線)６３１ 

<２０１９年  NO．５６号 > 

     

 

「ありがとう」「どういたしまして」市民人材バンク 

   昨年の人材バンクフェスティバル第１弾（発表型）に続き、今年は第２弾（体験型）を開催しました。 

参加団体の技術を市民の皆さまに体験していただくことが目的ですが、参加団体同士の交流も活発に行われて 

いました。フェスティバルに参加いただいた団体（個人)の登録者の方々に感謝いたします。 

 実行委員長・副実行委員長を担っていただいた小金さん、豊永さん、ありがとうございました。 

 

 

☆ふじみ篆刻協会 

篆刻は篆書と言う書体

を石や金属に彫って自

分だけの印章を作る行

為とか。中国から伝わ

ったということです。 
 

☆押花はなみずき 

押し花と言えば本に挟

んで作るものと思って

いましたら、アイロン

やレンジでもできるな

んて、びっくりです。 

 
☆押花サークルすずらん 

押し花と言えば、すぐ
色あせてしまいますが
きれいな花の色を長く
持たせる方法が有るな
んて驚きです。 

 
☆元気ダンス 

健康エクササイズで

す。運動不足解消、健

康増進、美容効果にも

良いとあって、ダンス

にも熱が入ります。 

 

 ☆生け花体験 

花をいつくしむ赤田愛

子先生の目線の先に小

学生が２名。将来は、

生け花の先生を目指し

ているのでしょうか。 

☆お茶体験 

和菓子を横目に茶道の

稽古です。有元先生、

佐藤先生の指導で少し

お茶の心が分ったよう

です。 

 

 

☆書道体験  

熊谷先生にご指導いた

だきました。篆書、隷

書、草書、行書、楷書、

五つの種類が有るなん

て知らなかったなぁ。 

 
☆アロマヨガ体験・ 

わらじ作成体験 

山蔦先生はヨガとわら

じ作成で独特な演出。

わらじはビニールひも

で耐久性は抜群とか。 

 
☆チェアヨガ・親子ヨガ 

豊永先生指導の、椅子
に座ってのヨガ。初め
ての体験で、やっぱり
ここでも呼吸の大切さ
を教わりました。 

 

☆スクワット・阿波踊り体験 

小金先生の阿波踊りを
実演しながらのスクワ
ット体験。股関節を柔
軟にする運動を楽しみ
ながら体験。 
 

 

 

 

 

☆うどん打ち体験 

うどん打ち名人押田先

生の指導。小麦粉は新

しいものを使い、打ち

粉もたっぷりと、指導

に熱がこもります。 
 
 

 

☆アンガーマネジメント診断  

宮田先生による、衝動、

思考、行動の三つをコ

ントロールし、怒りを

抑え良い人間関係を築

く講座でした。  

  

  

  

  

  

人材バンクフェスティバル第2弾（体験型）は成功裏に終了いたしました  ７月６日（土） 

富士見市市民人材バンク通信 

登録者の 
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３月より登録をさせていただきましてから、７月まで 

の４か月間に延べ４か所の介護施設様や、市内町会の集 

会所２か所での音楽イベントにおきまして、歌の発表を 

させていただきました。 

また、市民公民館ホールでのクラシックコンサート司会  

などへもお呼びいただき、かけがえのない体験の機会をいた 

だいておりますことに、この場をお借り致しまして、感謝と 

御礼を申し上げます。ありがとうございます。 

介護施設様では、初対面の私のつたない歌を聴いていただ 

き、涙ながらに握手をしてくださり「良かったよ！良かった 

よ！泣けてくるよ。また来てね！」「子どもの頃に歌った唱歌を思い出しました。また聞かせてくださ

いね！」「あなたの声！！ずっと歌い続けてね！」「今日の歌は忘れません。」など、もったいなくも思

い掛けないお言葉を賜り、毎回こちらが励まされている次第です。 

皆様から頂戴致しましたこの珠玉のお言葉を胸に、これからも、そして、いつまでもこの地域で皆

様と歌わせて頂けましたら、こんな嬉しいことはありません。音霊、言霊、音色、の波の影響力を感

じ入り、ますます精進する所存です。これからもよろしくお願いいたします。 

最後に、いつも温かくお迎えくださり、盛り上げてくださる施設職員様、生伴奏者の皆様、橋渡

しをしてくださる生涯学習課の職員様、皆様のお陰を以て成り立っておりますことに深く、感謝と御

礼を申し上げます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泥んこ遊びってすてき！！ 

挑戦しました 

鶴瀬ケアセンター
｢そよ風｣さんを 
訪問いたしました 
７月２６日（金） 

記・松村 直子さん 

 登録者交流会は七夕様のお祝いではありません。人材バンク１年に１度、登録者皆さ

まとの巡り合いを喜ぶ出会いのひと時です。語り合うところに新しい人とのつながりが

生まれ、人生が豊かになっていく、まさに人材バンクの求める原点ではないでしょうか。 

 年ごとに延びる日本の平均寿命、男性 81.09 歳、女性 87.26 歳は生涯学習を標榜する

登録者の皆さんのためにあるような気がいたします。健康で元気、そして常に学びの気

持ちで自らを磨いていく、そんな皆様に今年もお目にかかりたいものです。 

今年もぜひ「富士見市民人材バンク登録者交流会」にお出かけください。 

（写真・昨年の交流会で星野市長のあいさつをいただきました） 

「富士見市民人材バンク登録者交流会」開催のお知らせ 

第２回「たんぼラグビーin富士見・南畑」（６月９日・イベント協力） 

「たんぼラグビーin富士見・南畑」は、多くの方にラグビーを知ってもらい、楽

しんでもらうこと、そして富士見市の特徴である都市近郊にある田園を活かした 

   取組みにより市を広くＰＲすることをねらい昨年から始まりました。２ 

回目の今回は、６月９日に２３チーム約１８０人の方にご参加いただき、

泥だらけになりながらラグビーを楽しんでいただきました。 

ラグビーはどうしても男性が中心のスポーツで、女性スタッ

フがほぼいない中、市民人材バンクのみなさまには女性用の

仮設シャワー室の監視や会場周辺案内などのご協力をいた

だきました。 

そんな事情から、市民人材バンクのイベント協力なしには

成り立たない取組みです。 

２年連続で雨交じりの天候となりましたが、渾身的に協力

いただきましたみなさまに感謝申し上げます。   

記・たんぼラグビー実行委員 

 

 

 

９月１９日（木） 

鶴瀬西交流センター 

舞台の演出も見事でした 

「きれいな声ネ」との掛け声も・・・ 

●多くの登録者皆さまの参加をお待ちしております 

特
別
出
演
、
鶴
瀬
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
所
長
に

よ
る
ギ
タ
ー
伴
奏
も
あ
り
ま
し
た 

●イベント協力の皆さん 阿部境子さん、荒井章夫

さん、遠藤洋さん、佐々木眞理子さん、鈴木芙美子

さん、鈴山美佐江さん、渡辺富美子さん 

たんぼラグビーに 
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昔から、日本各地の祭り・獅子舞・神楽等の民俗芸能をはじめ、

民謡・長唄等様々な音楽に使われてきた日本人にとって一番身近

なメロディー楽器篠笛演奏により、ご利用者様おひとりおひとり

の思い出、記憶、当時の情景を思い浮かべることができたのではな

いでしょうか。 

      篠笛に合わせ誰もが知っている歌を声高らかに歌われ、笑顔 

あふれた演奏会となりました。 

                                 記・ニチイケアセンター鶴馬やわらぎ職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

   名まえ 指導・協力の内容    指導料         実 費 

個人 小林 桂子 

医療の仕組み（※診療情報提供所、また
は明細書の中身について説明。 
医療機関のかかり方などについての説
明。） 

    無        有(コピー代程度) 

個人     羽石 貴裕 
イベント・子どもの遊び・子どもの家庭
学習支援 

    無            無 

団体 
埼玉こどもわいわいク
ラブ 

子どものあそびの見守り等 無           無 

個人 横川 勉 イベント協力     無           無  

個人 柳川 孝 楽器演奏（ハーモニカ・ギター） 無               無 

人材バンクの新しい登録者を紹介します 

  

  

 ７月２２日に「イリーゼふじみ野」で開催された誕

生日会に、カルぺ・ディエムさんが来てくださいまし

た。当日はバタバタとしたスタートでしたが、慣れて

いらっしゃるのか、スムーズに会を進めてくださいま

した。１曲目の絢香の「にじいろ」では、生歌を披露

してくださり、若者の歌と言うことで馴染みがないに

もかかわらず、皆さまは歌声に魅了されていらっしゃ

いました。 

イリーゼふじみ野の 
聴衆を魅了しました 

 「カルぺ・ディエム」さんの生歌 

 

●「ニチイケアセンター鶴馬やわらぎ」に響く心地よい民俗芸能のサウンド ●６月２０日(月) ● 

 最近雨が続いているので、気分が晴れればいいなと言う思いで選曲してくださり、皆さま明るい気分になられていたよ

うに見えました。他にもルパン三世のテーマをピアノで演奏してくださったり、利用者さまと一緒に「ふるさと」を合唱

したりするなど、会場を盛り上げていただきました。また機会がありましたら、ぜひ利用したいと思いました。ありがと

うございました。                               記・イリーゼふじみ野職員 

若い歌声が、雨続きで気が晴れぬ雰囲気を一気に拭ってくれました 

バンク登録者であり推進員でもある、佐々木眞理子（左）さんと

荒井章夫（右）さんによる篠笛の演奏 

 今年も小学生に油絵の体験をしていただきました。講師は佐藤泰子先生。将来美

大へ進みたいと考えている子ども達に、長年指導をされている先生です。最初に描

こうとするモチーフの形を描くのですが、子どもたちは最初のひと筆が描き出せ

ません。恐る恐る筆を持つ子。隣をのぞき込む子。でも先生の「大丈夫、間違って

も消せるから」の一言で、勇気を持って描き出しました。水彩とは違った体験がで

き、すばらしい作品ができあがりました。 

記・市民人材バンク推進員の会  佐々木 眞理子 

人材バンクモデル事業 

ふじみ野交流センター 
小学生に初めての体験を提供   佐藤泰子先生の『油絵』指導   8月5日（月） 

初心者に手なれた指導で人気の佐藤先生 

 興味あることを続けて追及する、それが生涯学習です。自分が喜びと

感動することを、仲間と共有する機会をお作りになりませんか。 
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市民人材バンク推進員のつぶやき 

市民人材バンクの皆さまには遊び体験コーナーの補助をお願いしました 
 
  
 

                    

 

 

 

 

  

     令和元年7月13日（土）～14(日)、キラリ☆ふ

じみに於いて、ピースフェスティバル 2019 を開

催しました。その中で遊び体験コーナーを設け、

市民人材バンクの方々には、13日に受付の対応、

平和かるた、手作りおもちゃ(紙コップUFO)、ベ

ーゴマ、竹とんぼの体験の補助をお願いしました。 

利用者の多くは、主に小学校低学年くらいまで

の、小さな子どもたちでしたが、皆さん毎年やっ

ていただいて、慣れていることもあり、子どもた 

ちとの接し方が明るく、優しく、和やかな雰囲気 

 思い起こせば一年に一回の会を大切にし

て、自分の勉強にもと思い講師を引き受け

ました。 

皆さんがとても熱心に勉強してくださり、うれしく思っ

た次第です。また、自分の未熟さも知り、共に学ぶ事が皆さ

んのお役に立てばと努力を重ね、一人でも多くの方々の文

字を添削しながら学べる環境に感謝しております。 

 幸福はすべて心にあり・・・今を大切に前進したいと願っ

ております。 

 

 

お話が分り易いと評判

の江村さんの講義 
受講生一人ひとりに講評をする江村さん

江村さん 

 今年 2 月寒い朝の出来事でした。目覚めると突然胸が締め付けられるような

痛みに襲われました。初めての経験でただごとではないと思い、すぐ近くの病

院 院へ。病名は心筋梗塞で即手術、約2週間の入院を経て退院しました。健康に自信があり、病院とは無縁と思っていただけ

に予想外でした。とは言え既に60代後半、加齢は着実に進み体を蝕んでいました。 

 現在は煙草を止め、塩分は控えめにするなど、生活は以前と様変わりしました。今後は定期健診を受けて、早めに体のチ

ェックを行い健康に留意したいと思います。              人材バンク推進員の会  根岸 悦雄 

ピースフェスティバル 
2019 

を作ってくださり、子どもたちの笑顔が沢山見られまし

た。皆さんありがとうございました。今年のお手伝いは 1

日のみでしたが、来年はできれば両日お願いしたいです。    

記・鶴瀬公民館職員 

イベントで活躍された左から栗原満男さん、根岸悦男さん、遠藤洋

さん、渡辺冨美子さん、古賀正信さん、中澤佳珠代さん、中澤直樹さ

ん。他に鈴木洋子さん、鈴山美佐江さん、阿部境子さん、熊谷幸子さ

ん、野崎義文さん、皆さんありがとうございました。 

 

   中央図書館にある喫茶「ゆ 

  い」の前の展示ケースをお借 

   りして、人材バンクの紹介 

をしています。広報「わ」最新号 

と登録者の方の作品を展示させて 

いただいております。今は鈴木茂 

夫さんの折り紙作品をお借りして展示させてい

ただいております。他にも「私の活動成果を紹介 

したい」「作品を展示したい」と言う方がいらっ

しゃいましたらぜひご連絡ください。 

☎ ０４９－２５１－２７１１ (内)６３１ 

 人材バンク推進員の会では、登録者皆さ 

まの活動がより活発になるよう人材バンク 

発信の独自企画を「モデル事業」と呼び、開 

発を続けています。そこで登録者の皆さまに 

お願いです。日頃やってみたいと思いながら会

場や費用、人集めなどが壁になり断念すると 

言った経験をお持ちの方、ぜひお声かけくださ

い。人材バンク推進員は、登録者さんの夢をか

なえるお手伝い集団です。ぜひ皆さまのお声掛

けをお待ちしております。 

 ☎ ０４９－２５１－２７１１ (内)６３１ 

 

 登録者皆さんの

アイデアをお貸

しください 

新登場！ 人材バンク展示コーナー  やってみたい企画！お手伝いします 

 


