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地域は人材の宝庫 学びあいを大切に 

 「サークル活動が特に盛んなこと」

が麻生区の特徴。麻生市民交流館やま

ゆりに登録されている団体だけでも、

9月現在560を超えている。同館では

「なにか新しい趣味を見つけたい」

「もっと腕をあげたい」など区民の要

望に答えるべく、毎週火曜・木曜の

13時30分～16

時30分に相談窓

口を開設し、ふさ

わしい登録団体を

紹介している。 

 また「お互いに学びあおう！」と同

館が企画した区民講師公開講座は、3

年間で41名が区民講師としてデ

ビュー。受講者も年々増加し、定員を

超える講座も多い。参加者は６0歳以

上の方が86％を占め、男女の比率は

ほぼ同数となっている。子育てや仕事

から卒業して、時間に余裕ができたア

クティブなシニアの方々が、学ぶこと

に関心が強いのであろうか。 

 今号は「学び」というテーマで活動

している団体をとりあげてみた。 

区民記者 植木昌昭 

芸術の秋・スポーツの秋 なにか習いごとをはじめてみませんか？ 

「多摩21紀会」真剣な受講風景 

懇親会はワイワイガヤガヤ 

 「多摩21紀会」は10年前新百合21ビ

ルで発足した談話会である。参加メンバー

は退職サラリーマンや家庭の主婦など20

～30人。毎回300円の参加費を財源に運

営。誰かが話題を提供し、それをもとに一

つのテーマに沿って参加者同士で質疑応

答をしたり気楽に意見交換をしたり、知的

なサロン文化を目指している。ときには、

話題提供者が熱弁を奮い、長時間話しす

ぎて講演会になってしまうことも多いと、

主宰者の櫃間さんは笑いながら語った。 

 記者が取材に訪れた日は「加藤周一 

歴史としての20世紀を語る」をメンバー

の我妻昌章さんが話し、活発な意見交換

が行われていた。 

 話題提供者はメンバーだけでなく、外部

講師を招くケースもある。テーマも「家庭

の省エネ」「食の安全」など身近な話題も

取り上げている。 

 毎月的確なテーマと話者を途切れなく

備える苦労はあるが、115回目の例会を拝

聴し、まさに「継続は力なり」を感じた。

休憩時間には参加者の奥様手作りケーキ

とコーヒーの差し入れもあり、サロンでの

談義が和やかになる。 

取材・文 本間和雄 

多摩21紀会  
代 表：櫃間 道夫 

連絡先：044-987-7560 

設 立：2002年9月 

会 員：参加者は20～30名程度 

会 費：300円／1回 

活動日：毎月第４水曜 午後 

場 所：麻生市民交流館やまゆり 

知的サロン文化を目指す 

多摩21紀会 
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 「麻生オカリナを楽しむ会」は今年で

22年。麻生市民館主催の成人学校「初め

てのオカリナ」講座終了後にできた自主

グループだ。 

 月2回集まり、1回目は水本一孝先生の

レッスン、2回目はメンバーで自主練習を

する。宗次郎にあこがれて入った人もい

る。 

 17年目の佐藤さんは知り合いに誘われ

て参加するうちにオカリナのアンサンブ

ルに魅かれていった。オカリナは息の強

さで音が変わる。みんなの息が合うとア

ンサンブルのハーモニーがきれいにな

る。「水本先生は曲の雰囲気とハーモ

ニーの美しさに力を入れて教えてくださ

るので演奏できる喜びを感じている。」

という。 

 麻生音楽祭に参加したり、老人ホー

ム・いこいの家などで演奏したりする。

曲目はクラッシック「アベベルム・コル

プス」や日本の歌「小さい秋見つけた」

など。3・4パートに分かれ、互いの音

を聞きながら演奏することでメンバーが

より強く結びついていると感じた。 

オカリナ♪アンサンブルで心を一つに 

 小学校でコンピュータの勉強をしてい

る孫から、「おじいさん、そんなことも知

らないの」、「先週おしえたのに、もう忘

れたの」などと言われると、いささかや

るせない気持ちになる。このままでは、

世代間交流の糸口が途絶える。一方、遠

く離れた地で暮らす家族と頻繁にメール

PCを活用したい人、この指とまれ 

形が大きいほど音が低い♪ 

行きたかったところ、知らなかったとこ

ろに行けるのも楽しみのひとつ。参加人

数を10人以内としているので、仲間との

親交も深めやすい。 

 7月には世田谷の豪徳寺に。境内を散策

したあと、自分のスケッチポイントを選

び風景スケッチを楽しむ。終了後はみん

なで集まり岡田さんの講評。「どういうと

ころが、うまく描けましたか。うまく描

けなかったところは？」と、自己評価か

らはじめてもらう。 

 岡田さんは「色への感性や筆づかいな

ど、その人の良さを引き出すようにして

感じたままを描く 水彩画スケッチ 

 スケッチの魅力は手軽に描けること。

旅行先の風景や季節の花などを気ままに

描けたらいいな～、でも絵は苦手だし、

と思っている人も多いのではないだろう

か。そういう人たち向けのスケッチ会を

今年4月に発足させた。 

 月1回のレッスン日は、野外クラスと室

内クラスがあり、室内クラスは写真から

風景スケッチを描く。野外スケッチは、

描きたい風景を感じたまま描く（野外スケッチ会 豪徳寺 2012.7） 

います」と、その人なりの画を大事にし

ている。 

      取材・文 石﨑純也 
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）  ●ホームページ  http://www015.upp.so-net.ne.jp/okada-y/sketch.html 

のやり取りをしている方もいる。 

 暑すぎる夏が続く2012年９月２

日。やまゆりの２階で40人あまりが、

真剣な表情で机の上のパソコンに向か

い合う。設立されて３年目を迎える「あ

さおPC楽会」の例会と麻生区の受託事

業としてPC講習が開催された。17名の

会員は全員参加。この日はエクセルの

実用編でたいへん利用範囲がひろく、

実用性の高い講習だった。参加者が解

らないことや疑問点があると、手を挙

げ、周囲にいる会員がていねいに教え

ていた。 

 この会の会長である小林光夫さんは、 

「今日の講習はレベルが高く、一般の

参加者にはむずかしかった。私たちの

PC楽会は、暮らしに楽しくPCを取り入

れようという趣旨ですが、残念ながら

パソコンの初心者が対象ではありませ

ん。」と語ってくれた。 

  この会に入って一緒に活動したい人

は、小林会長の個人メールあてに連絡

を。つまりメールができるレベルの人

が対象で、会員を募集している。 

      取材・文 加藤栄二 

 ●メールアドレス kobamitsu@jcom.home.ne.jp 

麻生オカリナを楽しむ会 

しんゆりスケッチの会 

あさおＰＣ楽会 

取材・文 丸山としこ 



 

３ 

生田スクエアダンスクラブ 
代 表：宮崎 まはぎ 

連絡先：044-966-3058 

(林 螢子副代表) 

設 立：2004年４月 

会 員：24名 

（男性2名、女性22名） 

会 費：3ヶ月5000円 

（講習代、テキスト代） 

活 動：毎月第1・3・4土曜 

    13時30分～17時 

活動場所：主に川崎治水セ

ンター 

麻生オカリナを楽しむ会 
代 表：保科 陽子 

連絡先：044-987-9450 

   （佐藤 登喜子） 

設 立：1990 年 6 月  

会 員：女性 17 名  

会 費：3000円/月  

    入会金1000円    

活 動：毎月第1・3火曜 

    13～16時  

活動場所：麻生市民館・多

摩市民館・万福寺町内自

治会館  

麻生ヤマユリ植栽普及会 
代 表：貞本 勉 

連絡先：090-7175-4995 

設 立：2007年12月 

会 員：18名 

（男性11名、女性7名） 

会 費：1200円/年 

活 動：緑地活動 毎月1～2

回、定例会 原則毎月第2木

曜 14時～（2時間程度） 

活動場所：区内の緑地 

及び麻生市民交流館やま

ゆり 

しんゆりスケッチの会 
代 表:岡田 ユキオ 

連絡先:080-6631-8800 

   sinyuri@zb3.so-net.ne.jp 

設 立:2012年4月 

会 員:15名（男性5名、女

性10名）20～70代      

入会金:4000円   

会 費:3000円/1回 

   1日体験3000円 

活 動:月１回  

  野外クラス 第3金曜 

  室内クラス 第3土曜 

  ともに10～15時 

活動場所:野外(小田急沿線、横

浜など)、室内(新百合ヶ丘教室） 

あさおＰＣ楽会 
代 表：小林 光夫 

連絡先：

kobamitu@jcom.home.ne.jp 

設 立：2009年11月 

会 員：17名 

    （男性10名、女性7名） 

会 費：2000円/年 

活 動：毎月第1日曜 

    10～12時 

活動場所：麻生市民交流舘

やまゆり 

 スクエアダンスとは、アメリカ西部開

拓時代に盛んになったフォークダンスの

一つ。男女ペア4組が四角（スクエア）

になるように向かいあい、8名で１セッ

トを組むことから命名された。 

 ダンサーは何十何百通りの、例えば

「右に半周」というような基本的な動

きをあらかじめ習得。コーラーと呼ば

れるリーダーの指示とカントリーウエ

スタンの曲を聞きながら、指示された

動きを順につなぎ一曲を踊る。パズル

のような、組み合わせの妙を楽しむダ

ンス。 

 歩く動きが基本で飛んだり跳ねたり

の激しさこそないが、突然の指示にな

めらかに応じることが必要でボーっと

してはいられない。汗をかいて有酸素

運動になるだけでなく、ストレス発散

生田スクエアダンスクラブ 

Shall we dance? ダンスはいかが? 

えーっと、次はどう踊るのだったかな？ 

 区内の里山・緑地で壊滅状態にあるヤ

マユリが、かつてのように、普通に見ら

れる“百合ヶ丘”の復活・再生に取り組

んで5年。2012年度は、麻生区制30

周年記念事業で、ヤマユリが区の花に制

定されたこともあって、活動に一層の力

が入っている。 

 主な活動は、地域の緑地ボランティア

団体と協働しての「球根・木子・種子の

植栽活動」、自宅での普及を目指した「種

まき・球根の鉢植え講習会」の開催など。

すでに岡上の梨子ノ木緑地、王禅寺のす

ぎのき緑地・まつのき緑地、万福寺のお

やしろ公園、細山の授産学園緑地で自

生・再生の成果をあげている。 

 代表の貞本氏曰く、活動経費は市役

所の委託事業費で賄えているが、ヤマユ

リへの関心を、庭先活動だけではなく、

里山・緑地での植栽普及ボランティア活

動へと広げることの難しさを痛感してい

る。麻生区の里山・緑地は広大で、人員

不足が最大の課題とのこと。 

 ヤマユリの再生に協力できる会員を

随時募集中。 

       取材・文 中島久幸     

麻生ヤマユリ植栽普及会 

ヤマユリが自生する里山を再生しよう！ 

11月、球根の植え付け 
しっかり根付けと願いつつ 

花は豪華で華麗、香りは甘く 

濃厚でとても強い（7月） 

や集中力を養い、老化防止に良いとの

こと。そして何より楽しく、誰とでも

踊れて友達になれる。 

 覚えた動きの数が増えるにつれ、レ

ベルもアップする。現在日本には1万

5000人程の愛好者がいて、県や全国

レベルの大会も開かれる。アメリカに

は30万人。いずれ海を越えて踊りたい

と夢を語る人も。 

 見学はいつでも受付。初心者講習会

もあるので、ぜひ体験を。 

 

       取材・文 久保ひとみ 
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 酷暑の中、小３の球児がいきおいよ

く外野の守りにつく。攻撃側になると

一塁コーチを喜んで引き受ける。嬉々

とした表情はいつも自分がレギュラー

に近いところにいることを理解してい

るからだ。先発出場は先輩の体調不良

のおかげ。いや、力をつけるためと本

人は自覚している。 

 虹ヶ丘小学校区の「虹ヶ丘ファイ

ターズ」は６年前、県大会で準優勝し

た強豪だ。球児不足をポジティブにと

らえ、助け合いながら勝利をめざ

す。攻守の基本を実践試合でこそ力

を発揮するために。 

 「冷たい麦茶です！」炎天下、試

合の合間に塁審のおとうさん達は

ちょっと一息ついた。母親、父親の

役目も自然と球児と呼吸をあわせる

大切な時間だ。 

 「若葉フレッシュリーブス」は区

内でも古参のチーム。南百合丘小、

長沢小、百合丘小の生徒を中心に、

●取材申込受け付けます！ 

  「活動を紹介して欲しい」「イベントを取材して」そ

んな声に記者が応えます。お申込みいただいた内容

については編集会議で可否を検討したうえ、改めて

ご連絡させていただきます。 

●応募条件 

  麻生区を拠点に活動している。 または、麻生区在住・ 

  在学・在勤者が活動に参加している。 

●申し込み方法 

 １．団体名 ２．代表者名 ３．連絡先（電話・FAX･メール） 

 ４．活動内容（イベントの場合は開催日時・料金・内容）を、 

  「あさお区民記者」宛てにFAXまたはメールでご連絡ください。 

FAX.044-951-6467  

Mail  info@asao-ku.net 

※但し、選挙、政党・政治団体など政治活動に関わるもの、宗教団体によ

る布教推進を目的とするもの、プライバシーの侵害や業務妨害のおそれ

のあるもの、差別を助長するものは掲載できません。 

若葉フレッシュリーブス  

勝利にこだわり元気が一番  明るく楽しく全員野球 

虹ヶ丘ファイターズ 
代表者：代表 市川君忠／監督 大澤信之 

連絡先：044-989-0052 090-2254-6270

（大澤） nijigaoka_fighters@yahoo.co.jp 

設 立：1978年10月 

部 員：13名 

会 費：2000円／月 

活動日：土・日・祝日 

活動場所：主に虹ヶ丘小学校 

ブログ：http://sports.geocities.jp/

nijigaoka_fighters/ 

“少子化”がなんの 勝つ喜びを求める少年球児達 

「区民による 区民のための情報発信」を目的に活動。 

 過去の記事や取材後記はホームページをご覧ください。 

http ://www.asao-ku .net  

ペンとカメラを携えて 

記者が行く行く 

今日も行く 

虹ヶ丘ファイターズ 野球を楽しみ勝つ喜びをしる 

上級生には負けられない 

若葉フレッシュリーブス 
代表者：代表 平田実／監督 櫻本三夫 

連絡先：080-1095-2833（櫻本） 

設 立：1968年4月 

部 員：28名 

会 費：1500円／月 

活動日：週末、祝日 

活動場所：南百合丘小学校又は長沢小学校 

ブログ：http://www.facebook.com/

wakabaFL 

〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-11-5 

Tel.044-951-6321 Fax.044-951-6467 

URL http://web-asao.jp/yamayuri/ 

Access 小田急線「新百合ヶ丘駅」南口から徒歩4分 

学校、学年を越えたチーム作りをして

いる。元気な全員野球がモットーだ

が、櫻本監督は「勝ちにもこだわりた

い」と語る。 

 今年度、低学年はTボール大会で全国

大会に、レギュラーの部（6年生チー

ム）、ジュニアの部（5年生チーム）も

区代表で上部大会に出場した。 

    取材・文 池山幹夫 

校区を拠点とした地域の少年野球のチームが、少子化の中で粘り強い活動を

繰り広げている。元気な球児と指導者達が支えあった季節をふりかえる。 


