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腕時計が動かなくなってし

まった︒修理に時計屋に持っ

て行った︒﹁ねじを捲き過ぎた

んですかね﹂と尋ねると﹁水

車に水がたくさん流れたからといっ

て止まることはないでしょう﹂とい

う答えが返ってきた︒そんな話をし

ながら︑大切に使っているという年

季の入った時計を見せてもらった︒

ゼンマイ式である▼時計にはアナロ

グ式とデジタル式があり︑さまざま

な形や大きさ︑色など用途に応じた

ものが店頭に並んでいる▼デジタル

式の時計は技術が進み︑水晶発振に

より誤差が少なく︑多機能で壊れに

くい︒また動力も電池であり止まっ

てしまったら交換すればいい▼さて

ゼンマイ式であったりするとちょっ

と厄介である︒ねじを捲き忘れると

止まってしまうのは勿論︑定期的に

オーバーホールにも出さなければな

らない︒時間も遅れたり進んだりす

る▼針の形で時を知るアナログ式の

おおらかさと︑自分の指先でねじを

捲くことによって動くゼンマイ式の

ゆったりした歩みは古臭いのかもし

れない︒そんなものに愛着を感じる

のは私だけであろうか︒

大豆油インクを使用

古紙配合率100％再生紙を使用

里山で自然を満
喫

︱ 豊丘地域公民館 ︱

山には多くの植物があり︑それぞれ
に名前がついていて意味があります︒
どうやって名前がついたのだろうと
考えるとおもしろいです︒植物の名
前をひとつでも覚えましょう﹂とお
話がありました︒
低学年と高学年に分かれ︑高学年
は洞窟探検と沢がにとりを行いまし
た︒里山を歩く所々で︑講師から植
物の説明を受けたり︑﹁くわがたがい
たぞ﹂と歓声をあげたり大自然をお
おいに満喫しているようでした︒森
林に入り洞窟を発見するとみな一目
散に走り︑洞窟にライトを照らしな
がら興味津々と︑
﹁奥まで入れるぞ﹂
﹁はりがね虫がいたよ﹂と夢中になっ
て探検していました︒
その後︑山を下り沢がにとりを行
いました︒びしょ濡れになりながら
十数匹とっている子どももいて︑競
い合うように必死で沢がにを探して
いました︒
地域に残る豊かな自然をこれから
も守っていきたいですね︒

お〜い！ここにもいたぞ〜

!!

豊丘地域公民館主催による︑
こども すざか未来大学豊丘分校
の夏休み企画として︑８月８日
﹃どうくつ探検＆さわがにとのふ
れあい﹄が開催されました︒
21

当日は︑台風の影響で朝から小雨
もあたり天気が心配されましたが︑
開会時間になると天候も回復し︑豊
丘小学校の１年から６年の児童 名
が元気に参加しました︒
開講式で講師の先生から﹁皆さん
と豊丘地区の自然にふれながら︑大
きな洞窟を探検しましょう︒また里

どんな作品ができるかな

ふれあい教室
︱ 井上地域公民館 ︱
井上地域づくり推進委員会のふ
れあい教室実行委員会主催により
８月７日 井上小学校で﹃ふれあい
教室﹄が開催されました︒

どんなおやきができるかな

ふれあい教室は︑夏休み企画とし
て今年で３回目を迎え︑地域の皆さ
んと井上小学校の１年から６年まで
の児童が
﹁物づくり体験﹂を通して︑
共にふれあい︑学び合い︑地域を元
気なまちに︑また未来を担う子ども
たちに社会性や︑自立する人間性を
育む場として行われました︒
今年は︑実行委員会の話し合いの
中から﹁体操人形﹂﹁ヨーヨー﹂﹁おや
き﹂を作ることになり︑総勢１５６
名が参加しました︒
﹁体操人形﹂は︑初めに講師から作
り方の説明があり︑子どもたちは真
剣に聞きいっていました︒指導が分

かりやすく︑終了時間を待たず全て
の子どもが作品を仕上げました︒体
操人形がクルクル回ると﹃ねぇ見て︑
人形がまわったよ﹄と感動していま
した︒
﹁おやき﹂作りでは︑大人も子ども
もなすを入れながら丸めるのに苦労
していました︒しかし︑ホカホカの
おやきが出来上がると﹁なすを皮で
包むのは難しいけど︑先生が親切に
教えてくれて楽しかった﹂と子ども
たちは笑顔で話してくれました︒
また
﹁ヨーヨー﹂はあらかじめ実行
委員会の皆さんが木製のヨーヨーの
部品を準備して︑子どもたちが組み
立てる工程で進められました︒手づ
くりのヨーヨーを完成させた子ども
たちは︑思い思いに飾り付けのシー
ルを貼り︑楽しそうにまわしていま
した︒﹁ヨーヨーが手作りで出来るな
んてびっくりした﹂﹁店で売っている
ヨーヨーより軽くてまわしやすい﹂
などお互いのヨーヨーを見せ合って
楽しんでいました︒

心棒が割れないようにね

洞窟の中には何があるのかな？
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平成15年９月
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滝沢 稔さん( 八幡町)

小林季定像

だ し

今月は︑今年で設立 周年を迎
え︑精力的に活動されている﹃八
幡町みこし愛好会﹄会長の滝沢稔
さんを紹介します︒

「山車」を前にはい！ポーズ!!

れも素晴らしい音色で私たちを魅了
してくれました︒その他スピードく
じ︑金魚すくいなどのイベントや︑
イカ焼き︑カキ氷︑生ビール︑巨峰︑
トウモロコシ等の販売を行い大盛況
でした︒
翌日には手づくりのみこしで町内
を練り歩きました︒その折には︑八
幡町区民の皆様に多大な協力をいた
だき︑本当に楽しい
﹁八幡まつり﹂が
開催できました︒
今年度は﹁第 回全日本花いっぱ
い須坂大会﹂にも微力ながら協力す
るため︑﹁須坂カッタカタ祭り﹂で製
だ し
作した山車を手直して︑皆様に見て
いただきました︒
私は︑八幡町みこし愛好会の会員
をはじめ︑多くの仲間に支えられて
ここまでやってくることができまし
た︒この多くの仲間たちと一緒に︑
今後も末永く活動を続けていきたい
と思います︒

46

Face to Face
20

︵奥田神社︶

17 35

同時に﹁藩主直虎の諫死は︑勤皇
きんのう
の一途からであり︑藩には勤皇の志
に二心はない﹂と朝廷への忠誠心を
示し恭之進︵直虎の弟︶
への相続を許
可するよう運動を展開します︒藩主
かん し
直虎の江戸城中での諫死後︑お家断
絶の危機にみまわれていたからです︒
慶応４年３月︑新政府軍から出兵
すえさだ
の要請があると︑迷わず季定を隊長
に１小隊は︑藩の期待を背負って北
関東へ出兵します︒ここでの戦いは︑
すえさだ
死者も出すほどの激戦であり︑季定
の果敢な指揮が目を見張りました︒
きよ す かつよし
４月には清須勝祥隊が飯山から越後
方面に出兵しています︒
すえさだ
家督相続運動や季定らの藩の存亡
をかけた行動が認められ︑慶応４年
５月に家督相続が許されます︒
すえさだ
けんしょう
季定を顕彰し︑銅像が建立される
のは︑明治 年のことです︒この銅
像も︑昭和 年
﹁金属回収強制譲渡命
令﹂により︑
撤去され供出されました︒
20

八幡町の仲間たちとみこし愛好会
を設立して 年になります︒１２０
名程の会員の皆さんと活動していま
す︒今年の
﹁須坂カッタカタ祭り﹂で
だ し
は
﹁山車﹂を製作して参加し︑デコレ
ーションコンテストの一般の部で最
優秀賞をいただき︑竜みこしも担が
せていただきました︒
八幡町では︑八幡町区︑八幡町商
工振興会︑八幡町みこし愛好会の３
団体が主催する
﹁八幡まつり﹂を毎年
８月の第１土曜日に開催しています︒
回目を迎えた今年はプロの歌手を
招待しての歌謡ショーや︑須坂東高
校のマーチングバンドのみなさんに
演奏をしていただきましたが︑いず
17

よう
歴史を探訪し
奥田神社境内に︑銅像がのって
いたと思われる大きな台座が残さ
れています︒須坂小学校のＡ君は
ここにのっていた人物が誰だった
か知りたくなり︑公民館を訪ねま
した︒Ａ君だけでなく︑立派な台
座を見ると︑のっていた人物に興
味が湧きます︒
その人は︑須坂藩の藩士で﹁小林
すえさだ
ぼ しん
季定﹂といい︑明治維新期の戊辰戦
争で隊長として大奮闘した人です︒
きんのう は
旧幕府軍と新政府軍︵勤皇派︶に分
かれた戦いが始まり︑信州の諸藩は
どちらの側に立つか迷っていたとき︑
きんのう
須坂藩は
﹁勤皇﹂に統一し︑新政府と
ともに行動する決断をしました︒

小林季定像の当時の貴重な写真
（今は台座だけとなっている）

公民館だより すざか
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演題
と

き

ところ
定 員
参加費
持ち物
申込み
問合せ

９月28日（日）
午前９時〜12時
そのさとホール
30名（先着順）
500円
エプロン、筆記用具等
豊丘地域公民館
２４５−９７６８

と き
ところ
講 師
問合せ

９月20日
午後１時から
須坂市公民館３階ホール
放送大学教授 新井郁男先生
２４５−１５９８
市公民館

※ご来場をお待ちしています。

親子参加大歓迎

と き ９月７日（日） 午前８時30分
集 合 高甫地域公民館
主なコース ①大広院 ②薬師庵 ③八丁鎧塚古墳ほか
講 師 涌井 ニ夫先生（須坂市博物館長）
持ち物 昼食・水筒・雨具など
参加料 無料
問合せ 高甫地域公民館
２４８−１９２５

と き
ところ

９月６日（土） 午前９時〜正午
小河原町を中心とした史跡めぐり
あみだ堂の地蔵〜本陣跡〜江岸寺ほか
集 合 小河原町公会堂 午前８時30分
講 師 宮原 健二先生（豊洲郷土史研究家）
問合せ 豊洲地域公民館
２４６−３２３２

青年バラエティー講座
（じゆうじかん）

会社や学校の往復だけではつまらない…
いろんな仲間を作りたい…などなど
いろんな想いをもっているあなた！
「自遊時感」
に
参加しませんか？ 随時受付中！
会社や学校ではできない楽しい事を体験しよう！

開講日
９月５日
９月19日
10月３日
10月17日

今までやったことのない事や楽しい講座が
いっぱいあるのじゃ！
楽しい時間を一緒に過ごそうよ♪

講座内容
あなた色って♪〜パーソナルカラー講座Ⅰ〜
色選びのコツ 〜パーソナルカラー講座Ⅱ〜
迷わず行けよ 行けば分かるさ！−香道体験―
財布にやさしい?! ―かんたん経済学―

※11月・12月にも楽しい講座を計画しています！いつからでも参加ＯＫ

☆対

象

18歳〜30歳位までの須坂市近隣に在住
または勤務、通学されている方
９月５日から
☆開始時間 午後７時30分から
!
☆参 加 料 2, 000
円（保険料等）
タート!
ス
☆問 合 せ 市公民館
２４５−１５９８
☆E−mail s-kouminkan@city.suzaka.nagano.jp
☆講座内容の説明会も毎月開催。お気軽においで下さい。
９月は12日（金）午後７時30分から公民館にて
公民館だよりが須坂市ホームページに掲載されています。

須坂市ホームページ

http://www.city.suzaka.nagano.jp/
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平成15年９月

公民館だより すざか
お問合せ・お申込み
すざか女性未来館 TEL 245‑1598
成人式をすばらしい思い出の１ページに!!

From

①福祉住環境コーディネーター２級取得準備講座
②アレンジフラワー講座
（ドライフラワーや生花を使って）
③すざか女性未来館のつどい（12月７日）
この他にも楽しい講座を企画中です。
詳しくは公民館だよりで随時お知らせします。

平成16年１月12日
（月・祝日）に開催予
定の成人式に向けて
企画・運営をしてみ
ませんか。
あなたの新鮮なア
イデアで、成人式を
心に残る１ページに
しましょう!!

ご参加を
お待ちしています

募集人員
申込期限
申 込 み
問 合 せ

良寛さんの「修行の地」を中心に、現地で学ぶ
感動の旅です。どなたでも参加できます。
10月26日（日）
8,000円
40名（先着順）
10月６日（月）まで

申込み・問合せ

日滝地域公民館

と

９月19日（金）まで
市公民館

２４５−１５９８

き

10月４日（土）午後５時〜９時
５日（日）午前９時〜午後３時
会場／展示物
・日滝地域公民館…和紙絵、線彫り、書道、
生け花ほか
・須坂市卓球場…盆栽、山野草

℡２４８ ‑ １６８６

生涯学習課からのお知らせ

地域の子どもを育てる環境を整え︑豊か
な人間性を持った青少年の育成等を目的に
須坂市こども体験活動等支援センターを設
置しました︒
支援センターでは学校︑育成会等の子ど
もの体験活動やボランティア活動などで必
要なインストラクター︑ボランティア団体
等の仲介・調整をコーディネーターが行い
ます︒

これらの事業を仲介・調整します
☆奉仕活動・体験活動の機会や場を開拓し
ます
☆指導者の登録と紹介をします
☆情報収集・提供︑参加者の活動の動機づ
けをします
☆学校や地域・個人と活動先との調整をし
ます
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設置場所・お問い合わせ先は⁝
２４５︲１５９８
須坂市公民館
コーディネーター 小池 まで

どんなことでもお気軽に
お問合せください。

日滝地域公民館のお知らせ

◇良寛に学ぶ会 現地学習◇

と
き
参 加 費
定
員
申込締切

市内に住んでいる新成人15名程度
（昭和58年４月２日〜59年４月１日生）

平成15年９月

公民館だより すざか

公民館だより すざか

午後１時〜4 時5 0 分（公民館3 階ホール） □ミニコンサート
◆ハーモニカ・キーボード
本年度公民館の講座を修了した皆さんの
◆市民学園合唱クラブ
晴れの舞台 です。ご期待ください！

当市においても、様々な分野で実践を通し
活躍されている皆さんがたくさんおられます。
そんな皆さんの生の声をぜひお聞きください。

講

平成15年９月

午前10 時（本館前広場）

□生涯学習実践発表
◆南原町老人クラブ
「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰受賞の花壇づくり活動
◆小林 シヅエさん
私の生涯学習活動
◆須坂園芸高等学校
出前講座「竹炭フクちゃん」
「苔玉」などの活動

相森中学校吹奏楽部生徒の皆さんの
迫力ある演奏でスタート！

午前10 時〜1 2 時3 0 分
（公民館１・２階）

午前11 時〜1 2 時3 0 分
「市民学園茶道クラブ」の
皆さんがおもてなし

演

大好評の「出前講座」を体験しよう
☆「ストレスと心の健康」
（市 健康づくり課）
☆「初心者囲碁入門教室」
（日本棋院須高支部）
大人気のボランティア公演などをお楽しみください
☆読み聞かせ「たんぽぽの会」のみなさんの公演
☆「楽しい折り紙」
（滝沢鉄雄さんの指導）
一年間の成果をお聞きください
☆「シニアアンサンブル須坂」のみなさんの演奏

1992
年アルベールビル、94年のリレハンメル両五輪団体で連続
金メダルに輝く。また、ワールドカップでも93、94、95年と個人総
合３連覇という偉業を成し遂げ、
「キング オブ スキー」として
海外からも厚く支持された。98年長野五輪では日本選手団主将と
して、開会式で選手宣誓を務めた。また双子の弟・次晴氏と一緒
に出場をしたことでも記憶に新しい。
2002
年ソルトレークシティ五輪で４大会連続出場を果たし、明
るい言動やスター性を持った選手で日本のスポーツ界の顔として
活躍してきたが、02年５月13日、惜しまれながら現役を退いた。

新しい風、生
涯学 習 。

午前10 時〜（公民館２階及び３階）
□公民館使用団体、文化芸術協会加盟団体、地域
公民館使用団体、市民学園クラブ作品等多数展示、
須坂市立博物館特集展（すざかのさくら）展示

？
私たちがより良い人生を送っていくためには、「生涯学習」は無くてはならないものです。
なぜなら、「学び続けること」や「学びの成果を活かしていくこと」が、心豊かな人づくりや
まちづくりにつながるからです。そこで、生涯学習を日々実践しておられる市民の皆さん
の成果の発表や市民の皆さんへＰＲする機会として、また、この「つどい」に来ていただい
た皆さんが楽しく交流できる場として、須坂市生涯学習の啓発の一大イベントとして開催
します。
企画・運営などは、生涯学習関連団体の皆さん方による実行委員会によって行われます
ので、少々不手際があると思いますが、これも生涯学習の一環としてお許しください。

7

□市立須坂図書館お知らせコーナー
□生涯学習推進員コーナー
☆生涯学習なんでも相談所

午前10 時〜
育児サポートボランティア
ひまわりの会が協力します

実行委員会では、「市民のつどい」へ大勢の皆さんの参加を期待し
ておりますが、特に「荻原健司氏」の講演だけにご参加される方が
大勢になると予想されますので、講演の入場については、何らか
の制約を設けることを検討しております。詳細は後日、チラシな
どで広報いたします。
詳しくは生涯学習推進センター（245‑1598）までお問合せください。

生涯学習のマスコット

『マナビィ』

編集・発行／
須坂市教育委員会
生涯学習推進センター
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公民館だより すざか

平成15年９月

2003特別展

須坂市立博物館

− おらが学校のいま・昔 −

開館時間
休 館 日

午前９時から午後５時
１・８・16・24・29日

Tel&Fax 245-0407

第５回

日

明治11年 大谷日滝寺より移転
新築された潤身学校
（日滝小学校の前身校）
昭和22年 新教育最初の国語の教
科書。カタカナからひらがなに変
わって困った思いを持つ人も多い。

時

９月13日（土） 午前９時30分〜11時30分
須坂市立博物館前集合
申込み 要（前日までにお願いします）
内 容 ジョロウグモの大きなメスと小さなオスが
期 日 ９月６日（土）〜10月５日（日）
じっくり観察できる。脱皮がらも取れる。
内 容（展示概要）
講 師 長野自然観察の会（清水良昭・真弓さん他会員の皆さん）
①「学制」頒布とおらが学校の誕生
申込・問合せ先 須坂市立博物館
２４５−０４０７
・おらが学校、須坂市内11小学校の誕生地・生い立ちの変遷
を知ることが出来ます。
②教科書に見る教育内容の変遷
時 間：午後１時00分〜３時00分 於 南部地域公民館
・幕末藩校、寺子屋の教科書
内 容：ジョロウグモの形態と生態について
不思議発見いっぱい。
・明治「学制」頒布、教育令期の教科書
いま探検隊員の活動が面白い！充実しています。隊員以外の方
・国定教科書の修身、国語の教科書
でも参加ができます。親子で自由に参加下さい。
※須坂藩右筆中島淡水が編した教科書
・版木等貴重な資料を展示
③伝統と校風−影響を与えた人々−
日 時 ９月14日（日） 午後１時30分〜３時
・おらが学校の歴史に育まれた校風を、各校の碑や所蔵品の
講 師 高山村誌編纂室長 青木 慶安先生
数々から尋ねてみよう。
場 所 須坂市立博物館 要事前申込み
入館料 大人 300円、小・中学生 50円

245‑0784
平 日 午前９時〜午後６時
245‑4313
土･日 午前９時〜午後５時
休 館 日 １〜５・８・15・16・22・23・29・30日
（２〜５日は蔵書整理のため休館です。）
開館時間

平成15年度
おはなしの会
万葉集の勉強会
あかりの会
創作童話の会
一茶の会
読書会

毎週土曜日 午前11時〜
９日（火）
午前９時30分〜
10日（水）
午前10時
13日（土）
午後２時〜
13日（土）
午前９時30分〜
10日（水）
午後７時〜８時30分
テキスト
「スーパービート板」
乙武 洋匡 著
（中学校１年生の教科書に掲載）

４ＴＥＥＮ
星々の舟
天使の爪 （上・下）
オクシタニア
デッドエンドの思い出
疾走
百年の迷宮 霧の夜の戦慄
真相
「イラク戦争」検証と展望
神話と日本人の心
ローワンと白い魔物
また！ねずみくんとホットケーキ
公民館だより すざか
発行・編集

第497号

須坂市公民館

作品募集
応募区分
【高校の部】
【一般の部】
※課題図書はありません。お好きな本を選んでお書き
ください

石田衣良
村上由佳
大沢在昌
佐藤賢一
よしもとばなな
重松清
赤川次郎
ロバート・Ｂ・パーカー
岩波書店
河合隼雄
エミリー・ロッダ
上野紀子

平成15年９月１日発行（毎月一回１日発行）

〒382‑0013

長野県須坂市大字須坂７４７番地イ

応募締切

10月１日（水）

実施要領など、詳しくは図書館
までおたずねください。
入賞者には賞状と記念品を贈呈
し、公民館だより等でお名前を発
表します。
みなさまのご応募をお待ちして
います!!
E‑mail

s‑kouminkan@city.suzaka.nagano.jp

026（245）1598
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