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山崎 亮さん　まちセン来館
　去る 11 月 8 日（水）に五稜郭タワーで行
われた、函館市制施行 90 周年記念　第 23 回
まちづくり講座「まちを支える　ひと、もの、

ことを考える」（主催：函館市）の講師で来函
された studio-L 代表の山崎 亮さんが、講座
の次の日に、まちづくりセンターに来られま
した。コミュニティデザイナーとして、全国
各地で、まちを元気にする活動をし、今大注
目の山崎さん。まちづくりセンターの様子を
ご覧になり、「函館まちセン感動しました」と
感想をいただき、センターのような賑わいが
街全体に広がればと話されていました。
　山崎さんの活動やコミュニティデザインに
興味のある方は、センター長のおすすめ図書
でもある山崎さんの著書『コミュニティデザ
インの時代』（中公新書）をぜひご一読ください。

山崎亮さんとセンター長　まちセンにて　



〔2〕

人と人とのつながりを、つくりたい。
P a r t

21

大野 友莉  (おおの   ゆり）さん  

丸藤：　最近、カンボジアに行かれたん
      ですよね。
大野：　１１月末から１２月にかけて、
      一週間ほどです。アンコールワッ
      トや大虐殺のあったキリングフィー
      ルド等も見に行きましたが、一番
      の目的は起業家の篠田ちひろさん
      という方に会って活動の様子を体
      験することと、現地の人との交流
      でした。
丸藤：　篠田さんは、テレビや本でも紹
      介されていますね。
大野：　ＮＨＫの番組がきっかけで『ア
      ジアで花咲け！なでしこたち』
      という本にもなっています。カン
      ボジアの伝統的医療にも使われて
      いるハーブを地雷原に栽培し、石
      鹸等のスパ商品を開発をすること
      で貧しい農家の支援や雇用の創出
      をしています。２４歳の時に「地雷
      原をハーブで代える」をテーマに現
      地で起業し、今は２８歳の美しい
      方です。６月に小春日和に招いた
      のが縁で、今回につながりました。
丸藤：　交流では、どんなことを？
大野：　篠田さんの会社のプログラムで、

      接客サービス研修があるんです。
      日本のサービスは評価が高いので、
      それをカンボジアの人に学んでも
      らうんです。私は日本人観光客役
      になって、サービスを受ける。そ
      の様子を見て篠田さんが指導して
      いくというものです。具体的には、
      マッサージ等を受けてきました（笑）。
丸藤：　カンボジアの印象は？
大野：　４０年程前のポル・ポトの大虐
      殺のせいで５０から６０代より上
      の人がほとんどいないこともあり
      ますが、若い人が多い。それと、
      貧富の差が激しいですね。携帯電
      話で話している人の横に、物乞い
      の人がいたり。日本製品がたくさ
      ん入っていて、最近は車が激増し
      ているらしいです。トヨタのレク
      サスが人気でした（笑）。とにか
      く勢いがあって、１０年後を考え
      ると、日本は大丈夫か！と危機感
      を持ちました。
丸藤：　やりたいことが増えましたか？
大野：　篠田さんがカンボジアに居るの

      で、情報交換をしながら向うにゲ

      ストハウスを一軒共同で建てたい

      なと思っています。篠田さんの会

      社のカンボジア人スタッフが住込

      み、日本からの観光客も泊まる。

むげん空間  小春日和  にて

㈱インフィニティスペース　代表取締役

　　むげん空間小春日和代表の大野友莉さんに、

活動への思い等をお聞きしました。

㈱インフィニティスペース　代表取締役
２００８年フリースペース「むげん空間　小春日和」開業
展示会、ワークショップ、トークイベント等の自主企画を行う他、美術展・
上映会・演劇公演・セミナーや講座等も開催。カフェも併設されている。
アートフェスハコトリ実行委員会、函館ハート・プロジェクト呼びかけ人、函館・
むすびば副代表、日本イラク医療支援ネットワークのチョコ募金活動など   

今後のテーマ：日本の課題を地域から解決する
スキル：人と人をつなぐこと。笑顔。
今やっていること：遊休不動産の活用モデルをつくること
趣味：音楽活動、芸術鑑賞
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<聞き手＞

丸藤 競
函館市地域交流まちづくりセンター

センター長

      カンボジアの人は日本の言葉や価
      値観を学べますし、日本人は現地
      の人と交流しながら街歩きができ
      ます。拠点があることで、お互い
      に良い関係が築けると思うんです。
    　  日本は色々な面でかなり守られ
      ていますが、向こうは生きるため
      に必死でした。生きていくために
      何かをしなければならないという
      中で新しいモノやアイデアが生ま
      れる、というメッセージを発し続
      けたいと思うようになりました。
丸藤：　人と人とがつながる場と言えば、
      小春日和がまさにそうですね。
大野：　５年目に入ったところです。始
      めた頃は、ここまで来れるとは思
      わなかった（笑）。今では、多少、
      存在は知ってもらえたかなと思っ
      てます。
丸藤：　小春日和で行っていることは？
大野：　小春日和というものを丸で描い
      たとき、その中に色んなものが
      入って来ます。レンタルスペース
      やコワーキングスペースにシェア
      オフィス。塾やイベント、セミナー
      の開催とかです。不動産事業や国
      際交流活動も行っています。
丸藤：　凄いですね。それぞれにつなが
      る共通のコンセプトはあるのですか？
大野：　やはり、人と人がつながる仕組
      みをつくるということです。あと
      ですね、自分が発信していくもの
      によって、社会を変えたいという
      デカイことも考えています（笑）。
丸藤：　どう変えたいのですか？
大野：　高齢者の人や障がいのある人も、
      地域の中で心豊かに暮らしていけ
      るような街にしたいです。人がき
      ちんと価値ある存在として大事に
      され、生活を守られる社会です。
      そのために、小春日和のような居
      場所がそこここに当たり前にある
      ようにしたいです。
丸藤：　変えられますか？

大野：　心が有るか無いかで大きく違う
      と思いますが、変化はおこせます。
      例えば、セミナーをやると、これ
      までその分野に興味や受け皿の無
      かった人達が来ます。来やすいか
      らとか、人とつながりたくてとか
      言って。それも変化のひとつだと
      思います。
丸藤：　まちづくりに対しての思いは？
大野：　森ビル創業者の森稔さんの言葉
      に、都市の再開発に際して「安心・
      安全、文化と芸術、緑と自然があ
　　　る街」というのがあります。地域
      の伝統も必ず残し、心豊かになれ
      る環境づくりをしていくというこ
      とで、私もそれは求め続けたいで
      すね。そのためにも、色んな経験
      をし、視野を広げ、人と出会って
　　　様々な価値観を聞く中で必要なこ
　　　とを見つけ出していきたいです。
丸藤：　時間が足りないんじゃないですか？
大野：　分身の術を使えるようになりた
      いですね（笑）。
丸藤：　経営者としての自分を、どう分
      析していますか？
大野：　女性経営者であることで受けて
      いる恩恵は多いと思います。それ
      は、ひとつの特技みたいなものと
      考えています。しかし、入口には
      その特技を使って入れるけど、そ
      こから先は勝負の世界なので、そ
      の人の持っている本来の姿でしか
      評価されないですよね。女性の価
      値観を求められたり認められたり
      する時代にはなってきていると思
      います。ホスピタリティや女性の
      持っている五感、感動が新しい消
      費も生んでいくでしょう。でも、
      まだまだ、子育てや家庭のこと等
      では環境が足りていないです。自
      分がいいものをつくり成功するこ
      とで、女性視点や環境づくりの必
      要性を周りが考えてくれるように
      なれば嬉しいです。
丸藤：　やはり、つなげていくことが大
      きなテーマなんですね。
大野：　はい（笑）。良い伝え手にもなり
      たいし、会社も大きくしていきた
      い。雇用も生み出したい。やりた
      いことが、まだまだいっぱいある
      んです。なので、新しい年も、バ
      リバリやっていきます！（笑）



中尾 仁彦 さん
箱館歴史散歩の会主宰、第1回 函館検定 上級試験合格、ＮＨＫラジオ
「どどんと道南ラジオ」に月1回レギュラー出演中。

 

　今年は石川啄木没後１００年です。

その最後に間に合うかのように、１２

月２５日に啄木の長女・京子等の未発

表写真５枚が、函館出身で千葉県柏市

在住の常野正紀氏(以後寄贈者)から

函館市中央図書館「啄木文庫」に寄贈

されました。

　従来、京子の幼い頃の写真は数枚

存在していますが、このたび寄贈さ

れた中には結婚後と推定される写真

や女学校の先輩と一緒の写真が含ま

れているなど貴重なものです。

啄木遺児・京子の未発表写真
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　寄贈者の父・常野知一郎は、函館で

新聞記者をしていました。同氏が昭

和３４年に函館で発行されていた雑

誌『海峡』に、石川京子夫妻との係

わりを詳しく記していますのでその

要旨を紹介しましょう。知一郎には、

他社にライバル記者が二人いました、

一人は後に直木賞作家となった久生

十蘭 (本名・阿部正雄 )で、もう一

人がジャーナリストとして優秀だった

須見正雄です。その後知一郎と正雄は、

戦前道内一といわれた北海タイムス函

館支局で同僚記者となります。

  一方、後に知一郎の妻となる松田

テルが遺愛女学校３年生の時、京子

が入学し姉妹のように親しくしてい

ました。正雄と京子は、常野夫妻と

個々につながっており、常野家で偶

然に会う機会も多くあったようです。

当時、函館では新聞記者仲間で演劇

熱が盛んでした。ある上演に正雄が

出演したとき、京子は楽屋へ「須見

正雄様へ」と一筆を添えた箱入りチョ

コレートを届けたそうです。その帰

路、京子は「正雄のことが好き」と

テルに打ち明けています。

  母・節子の死後、幼かった頃から

京子は基坂の函館病院跡付近にあっ

た啄木夫人・節子の父母である堀合

家（京子の祖父母）に育てられてい

ました。その向かいに正雄が勤務す

る北海タイムス支局があり、常野家で

と同様に二人はよく見る機会があり

ました。そんな矢先、前述のチョコ

レート事件が「恋に悩む啄木の娘」

と大正１４年２月にライバル社に

大々的に報道されてしまいます。現

在とは違い恋愛については世間の理

解をえることが難しい時代、さらに

京子は啄木の遺児として学校内で話

題になる華やかな存在であっただけ

に、ミッション系の遺愛女学校は京

子に対して厳しかったに違いありま

せん。そのため情熱家の京子は｢卒

業証書は欲しくない、この恋のほう

がずっと大切なのよ｣と１４年６月

に退学届けを出します。でも、二人

が結婚するには越えなければならな

いもっと高いハードルが待ち受けて

いました。京子から石川家を継いで

欲しいとの強い要望が出され、正雄

は悩んだ末に婿養子の｢石川正雄｣と

なって、大正１５年４月に結婚します。

　その後二人は函館に住み続けます

が、昭和５年４月に上京します。啄

木の資料の収集、単行本や全集の編

集に携わりますが、残念ながら１２

月、京子は急性肺炎で幼い二人の子

供を残して、父・啄木より２歳若い

２４歳で帰らぬ人となりました。

  今回の寄贈写真は、テルのアルバ

ムに張られていたもので、常々テルは

アルバムを開いては京子の話を子供た

ちにしていたそうです。筆者は寄贈者

の従兄弟ですが、今夏に５枚を見せら

れるまで存在を知らず驚いた次第です。

さっそく函館市文学館に確認しても

らったところ、未発表写真に違いない

との見解です。貴重な写真を常野家に

秘蔵することなくぜひ公開してほし

い、と筆者は要請しました。その際、

二つの条件が出され、一つは写真が京

子、正雄等であることの確認、二つは

肖像権について石川家の同意を得られ

ることです。

  そこで１０月初旬に寄贈者に来函

してもらい、函館啄木会・岡田弘子

代表理事を通じて石川家に二つの要

望を依頼しました。その結果、写真

は間違いなく、また写真を発表する

ことも差し支えないとの返答があり

一安心しました。

  明治１２年、２４００戸焼失の函館

大火で多くの学校も焼失します。当時

の区長・常野正義は復興の陣頭指揮を

とり、明治１５年に函館区民の協力で

開校したのが弥生尋常小学校です。区

長・正義の孫が知一郎、ひ孫が寄贈者

で、この学校に明治４０年６月に啄木

は代用教員として勤務し、また京子は

大正２年に入学しています。このよう

に常野家と啄木家とは目に見えない縁

で繋がっていたのです。

  函館には啄木一族の墓が立待岬に

あり、啄木の命日４月 13 日には一

度も欠かすことなく地蔵堂で法要を実

施しています。最後に、啄木に対する

函館市民の愛着心が写真発表につな

がったことも添えたいと思います。

写真:石川京子(右 )　常野テル(左 )
　（函館市中央図書館所蔵）

写真:石川京子　（函館市中央図書館所蔵）
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　函館への移住を検討されている方に対し、既に函館市で生活している移住者が案内人となり、自らの移
住体験を踏まえ函館市内をご案内することにより、現地の具体的な情報と安心感を提供させていただくも
のです。市内の商業施設、住宅街、交通機関及び公共施設などの状況についてご説明、また既移住者との
懇談、函館での生活について、案内人は移住検討者の疑問や質問にお答えします。　

お問い合わせは： 　函館市地域交流まちづくりセンター3階 「ラブ里ーはこだて」　担当： 佐久間
　　　　　　　　　電話0138-22-9722　　開設日： 無休（休館日を除く）　開設時間：11：00から20：00です。

まちなか案内人とは？

まちなか案内人
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はこだてのＮＰＯ

代 表 者 ： 保坂 武道

事 務 局 : 北川 能典   Mobile 090-1642-0067

函館には現在約400以上の市民活動団体があり、

実にさまざまな活動が行われています。その中

からピックアップして毎号ご紹介しています。

道南がれき問題を考える会
代 表 者 ： 長谷川 昭一

活動の目的：
　放射能汚染から北海道の大地と空気を守り、

子どもたちの健やかな成長と被災地支援をとも

に考え行動することを目的としています。

活動の内容：
・講演会。以来、学習会、講演会を 5回行う。

・土壌の放射能濃度測定結果を発表（北海道新聞、

　函館新聞）

会 員 数 ：40人 
加入条件：なし

　

NPO 法人  道南の子育て
　　　　教育を支援する会

 

活動の目的：　
　子育て・教育に係わる者に対して、中央で活

躍する学識・実践力ある講師を招聘し公開講座

を実施、健全な青少年の育成を図り地域の活力

を高めることを目的とする。

活動の内容：
・家庭育児にかかわる心理的子どもの変化に対

NPOまつり会場にて

講演会の様子

会員が講座を受講している様子

　応する実践力を高める活動

・保育・幼稚園・小中高校をはじめとする各種

　教育機関に職する者のカウンセリング力の向

　上を図る活動

・保育、教育（生徒指導・カウンセリング）の

　スペシャリストとしての知識・技能・態度・

　指導性を育む活動

・青少年の健全育成のための基本知見を育む活動

会 員 数 ： 100 人　　加入条件： なし

講演会の様子
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代 表 者 ： 小池 由紀子

電話相談： TEL 0138-55-7667 (19:00 ～ 22:30）

ＮＰＯ法人 ＹＵ－Ｋｉ倶楽部 

活動の目的：

　地域で暮らす高齢者、障害者、青少年及びす

べての人が孤立することなく、安心安全な生活

を送ることができるように支援する事業を行い、

気軽に通える「居場所」助け合える仲間との出

会いの場を提供し、健康で笑顔の多いまちづく

りを目指し、社会福祉の向上に寄与することを

目的としています。

活動の内容：

　高齢者・障害者が地域から孤立して暮らし

ている現状に対し、不安の増す夜間に電話相

談を開設して見守りをすることで、孤立無縁

状態及び孤立死を防ぐことを目的に、高齢者・

障害者及びその家族を対象として、19 時～
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代 表 者 ： 野村 俊幸

連 絡 先 ： 函館市湯川町 1-25-4

　　　　　 庄司証　Mobile 090-9522-1841

函館圏フリースクール すまいる

活動の目的：

　不登校や引きこもり及びその周辺の児童生
徒達に安心できる居場所と学びの機会を提供
し、生きる力や学ぶ意欲を育み、自立への成
長を促すことにより、子どもたちの健全な育
成、生涯学習など公益の増進に寄与すること
を目的としています。

活動の内容：

・子どもが主体となるフリースクール運営事業
・引きこもり等の訪問サポート事業
・子どもの居場所つくり事業
・子どもに対する運動機能や体力向上のための
  学習活動
・家族、関係機関、行政、市民、学生の学習と
  交流を図る活動
・教育や不登校についての相談、情報提供活動

会 員 数 :  20 名

加入条件 :　すまいるの活動を理解し、参加意思

を持って活動費を納めることができる小～高年代

とその保護者、関係者など

まちづくりセンターでの活動の様子

22 時 30 分の毎日、利用者からの匿名の電話

を福祉・介護・医療の有資格者が対応するこ

とで、安心した地域生活を送られるよう支援

する事業「高齢者、障害者、夜間安心電話」

を実施しています。

会 員 数 :  15 名

加入条件 :　なし
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センター長のつぶやき 丸藤 競

　２０１２年の新語・流行語大賞は、「ワイルドだろぉ」
でした。対抗してという訳ではありませんが、まちづくり
関係の新語・流行語大賞を考えました。
　　大賞は「エシカル」。
　日本では、東日本大震災以後、聞かれるようになり
ました。エシカルとは、倫理的・道徳的という意味の
英語ですが、もっと踏み込み、環境や健康的生活、持続
可能性、人権や貧困、児童労働、伝統や職人技の再評価、
地域コミュニティの維持等、広い分野への社会的配慮や責
任という意味で使われています。これらの課題を、お洒落
でデザイン性豊かに、しかも経済活動に組み込む形で解決
していく点が新しい魅力になっています。

　　二位は「ソーシャル・ファイター」。
　最近、社会貢献活動に、カッコいい！楽しい！という
ノリで積極的に参加することで「世界を変えてやろう
と」思っている人が増えています。そういった人々をソー
シャル・ファイターと言います。
　私は、この二つの言葉が日本活性化へのキーワードにな
ると感じています。
　芸人が大賞を取ると翌年には消えるというジンクスがあ
りますが、まちづくりに関するこの二つの言葉は、今後も
さらに飛躍していってもらいたいと強く願っています。

「ＮＰＯ」ワンポイント・アドバイス

水性マジック
　なんといっても、三菱鉛筆プロッキーが一番です。書きやすさ、ペン先の状態等理想的。色は、

８色（黒、青、赤、紫、緑、茶、橙、水色）あれば十分。それ以上多くなると、使いこなせ

なくなる場合も。油性マジックは臭いが苦手な人がいたり、紙の裏移りがしやすいのでお勧

めしません。かすれだしたものは、直ぐに輪ゴム等で別にしておきましょう。

付せん
　１００円ショップのものもありますが、粘着力が弱く途中で落ちやすいので要注意。高い

物ほど粘着力が強くなります。会議で使用の場合、7.5 ㎝四方のものが使いやすいです。青、

赤、緑、黄の４色を多めに用意しておきましょう。上に引っ張るようにはがすのではなく、

横にめくるようにはがすのがコツ。カールの具合が変化して、はがれにくくなります。

ホワイトボードマーカー
　すぐにかすれやすくなるので、要注意。はっきり見えて濃さがあるのは、パイロット

社のボードマスター（中字・丸芯）。定番の黒・赤・青に加え、緑・橙も用意しておくと表現

の可能性が広がります。

　まちづくりセンターでは、もっと具体的な「小道具選び」につ

いても、相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

参考資料：青木将幸著『市民の会議術　ミーティング・ファシリテーション入門』（ハンズオン！埼玉　出版部）

　

会
議
の
時
に
は
、
様
々
な
小
道
具
を
使
い
ま
す
。
ど
う
せ
買
う
な
ら
、

使
い
や
す
い
も
の
を
揃
え
て
お
く
と
、
よ
り
効
果
的
な
会
議
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
会
議
の
時
の
小
道
具
（
事
務
消

耗
品
）
選
び
の
コ
ツ
を
お
伝
え
し
ま
す
。

１

相談希望の方は、 まちセンへ

～会議の小道具選びのコツ～

２

３

投票用シール
　参加者の意見の傾向を把握する場合に使います。挙手よりも匿名性が高くビジュアル

的に分かりやすいので、人間関係に影響することなく把握できます。提案のそれぞれを

コピー用紙に書き出し掲示し、そこにシールを貼ってもらいます。直径８mm の丸シール４色

（青、赤、緑、黄）を用意し、色の使い方や場所などを工夫して貼っていけば、様々な視点

での傾向を知ることができます。

４
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ご
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内
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techsoup
JAPAN テックスープ

    テックスープ・ジャパンは、社会問題の解決のために活動する

民間の非営利団体が最大限の力を発揮できるよう、NPO法人、
公益法人、社会福祉法人の内、資格条件を満たした団体に対して
アドビシステムズ、シマンテック、マイクロソフトなどのソフト
ウェア製品をわずかな手数料で寄贈しています。

www.techsoupjapan.org
寄贈ソフトウェア ( 一例）

アドビ　システムズ　　Adobe　CS5.5 Design Premium
市場参考価格　238,000 円　→　寄贈仲介手数料　12,403 円
Illustrator 、Photoshop、InDesign、Ｄreamweaver、Flash など
印刷物やウェブサイト作成に役立つソフトがセットになった統合パッ
ケージです。　

シマンテック　　Norton 360
市場参考価格　8,480 円　→　寄贈仲介手数料　620 円
ウィルス対策などのセキュリティソフト

マイクロソフト　　Microsoft Office 2010 Professional Plus
市場参考価格　61,694 円　→　寄贈仲介手数料　2,403 円
書類作成・表計算・プレゼンテーション作成などのアプリケーション
ソフト

お申し込みは、まず、新規アカウントの取得をお願いします。
お問い合わせは、認定特定非営利活動法人　日本ＮＰＯセンター
　　　　　　　　　E-mail info@techsoupjapan.org まで

朗報！
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カフェＯＰＥＮ ：  10 ： 00－18 ： 00 　 定休日 ： 水曜日　
ホームページ ： h�p://handpick.cafe.coocan.jp/

cafe Drip Drop  米田尚子

  12 月はクリスマス用に素敵な飾り付けと、サ

ンタクロースのエプロンなど、工夫を凝らして

販売をしました。そんな 12 月も、もう少しで

おわりです。いよいよ、2013 年がやってきます。

今年同様、素敵な製品をお送りしたいと思いま

すので、是非、足を運んでください。心よりお

待ちしております。

　それではみなさん、良い年をお迎えください。

ようこそ！どんぐり 2号店

　記録的な降雪の冬がゆき、記録的な残暑の夏がゆき、2012 年も

暮れてゆきます。どんな一年だったかな…と振り返ってみました。

　

福祉の店「どんぐり 2 号店」（まちづくりセンター内）

営業時間 / 10：00 ～ 16：00 　　　　定休日 / 毎週金曜日・年末年始
製品は、函館市総合福祉センター 1 階、函館市役所地下売店でも販売しています。

　4月、春のバル街。佐渡ののら
いぬ cafe と富岡の roca とのコラ
ボで参加しました。1時間ほどで
完売してしまい、楽しみにしてく

ださったお客様に申し訳ない結果に。スペースが狭
く、大量にピンチョの数を増やすのは難しいかも知
れませんが、今年も春バルにこの 3店で出店予定で
す。どうぞお楽しみに。
　春は、cafe まるせんの温泉発酵パンの取扱いも始
めました。温泉熱で発酵させるパンは、外は香ばし
く中はもちもちでおいしいととても人気がありま
す。販売日が毎週日曜に変わりました。今年もどう
ぞごひいきに。
　この時期、もうひとつの出会いがありました。大
沼・あかり農場の豚肉です。新得から移住した山田
夫妻は、人工飼料を使わず近隣の農家のハネ野菜や
ビールの搾りかすなど工夫した餌で、のんびりと豚
を育てています。ストレスなく育った豚は脂身が甘
く、本当においしいです。プレートの一品や週末の
カレーにたびたび登場しています。

　夏は、今年からオーナー登録した四稜郭ファーム
のいちごでジャムやスムージーを作りました。週に
何度かいちご畑に通い、早起きの鳥たちのさえずり
を聞くのも楽しみでした。また今年もいちごたくさ
んとれるかな。

　秋にお目見えしたのが、メイ
プルミルクティー。
カナダ産のエクストラ・ライト

のメイプルシロップを使い、甘
いものが飲みたいけどカロリー
が…と悩む方のためにご用意し
ました。

　2013 年はどんな出会いが待っているのか、わく
わくします。それにはまず健康。おいしいもの食べ
て、せっせと仕事して、たくさん笑って過ごしたい
ですね！
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興味のある講座がありましたら、 各連絡先にお問い合わせください。
「まちづくりセンターの講座案内を見ました！」 と言っていただくとスムーズかもしれません。

ご注意：これらの講座は、まちづくりセンター主催ではありません。参加費等については、連絡先にお問い合わせく 
                  ださい。まちセンが連絡先の場合は、講師から折返しご連絡いたします。

講師講座名 講座内容 連絡先

授業料、 入会費は無料で

すが、 資料代のみ英語月

額 300 円、 数学 500 円を

集めさせて頂いております。

元高専教授、 元中学

教師、 現役ラ ・ サール

高生、 現役高専生

元大手予備校講師など

ＰＲ文

成人向け英会話

毎週金曜日　午後2時～,午後3時～

毎週月曜日 午後 7 時～午後 8 時

毎週土曜日 午後 1 時～ 2 時

Ms.Hagiwara
留学生

成人の方への基礎の基

礎英会話

講師歴 20 年のベテランが

指導するクラスと教育大留

学生による楽しい英会話

森田実

090-2767-5586

ＥＣＣジュニア
吉田苑子

ＥＣＣジュニア

十字街教室

聞く、 話す、 読む、 書く

語学の４技能の土台を楽

しみながら作っていきま

す。 （60 分）

好奇心いっぱいのこの年代

に、 英語のシャワーをたくさ

ん浴びて、 豊かな語感を形

成します。

吉田苑子

電話 27-0367

＊幼児ＰＢ入門クラス (4･5 歳）
土曜日　午後1時10分～1時50分

幼児特有の集中力、 好奇
心で、 楽しさいっぱいの
レッスン！

＊小学生基礎ＰＦクラス
   (1 ～ 3 年生 )
 毎週土曜日　午後 2 時～ 3 時

小学生高学年では上記語

学４技能に加えて発音と

綴りのルール、 フォニック

スを学びます。 （60 分）

世界一周ストーリーで楽し

く学ぶうちに自然に中学 1

年生で習う文型が身に付

きます。

＊中学スーパー英語コース
（中 1） 土曜午後4時～5時30分

（中 2） 水曜午後 7 時 30 分～
                              午後 9 時

大量の英語 ・ 英文を徹

底した ECC メソッドによ

るトレーニング。 一段ラ

ンクアップした英語力を！

・将来留学したい
・英検にチャレンジ！
・入試では余裕で･･･
・進度の速い私立中学生に

ママと一緒に英語で知

育！ （40 分）

心と知能を育み学ぶ力の

土台を作ります。

＊小学生初級ＰＥクラス　
  （4 年生～ 6 年生）
毎週水曜日　午後 4 時～午後 5 時

＊中学英語強化コース
　（中 2 生）
毎週水曜日　午後6時～7時30分

教科書の予習復習を徹
底し、 リスニング力も養
います。 （90 分）

中学での中間期末テストや、
やがて高校入試にゆとりを
持って向かえます。

五感をフルにつかって楽し

く英語の世界に　（40 分）

＊幼児ＰT クラス
土曜日 午前1１時10分～11時50分

＊高校スーパー英語コース
　（高 1 以上）
毎週土曜日　午後5時30分～7時

世界レベルの英語力を

目指して大量の上質な

英文のトレーニング

・ 高校での成績 UP

・ センター試験に

・ 英検や TOEFL にも

小学生算数･英語
毎週土曜日　1 時間

中学生数学･英語
毎週土曜日　1 時間

時間帯は学年によって異なります。

詳しくは連絡先にお問い合せください。

高校生数学（高1～3年、中学生）

毎週土曜日　午後 6 時～ 7 時

各コース共、ボランティ

アの先生が担当していま

す。特に、当塾の特徴は

卒業生が在校生を教える

というところです。

松山和雄

函館高専元数学教授

森田実

090-2767-5586
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講師講座名 講座内容 PR 文 連絡先

函館の文学と音楽の会

百人一首部会

第 3 木曜日

午前10時30分～12時30分

橋本次郎 百人一首を楽しみましょう。作者と歌の背景を詳しくお

教えします。

大橋礼子

電話 26-5806

藤野小枝子

函館の文学と音楽の会

万葉集の会

第 2 木曜日

午前10時30分～12時30分

橋本次郎 万葉集の歌と作者ならび

に歌の背景を学びます。

名越美恵子

090-7652-3191

万葉集と万葉の歌と古代の

歴史にふれてみませんか。

ハングル講座　中級Ⅱ
毎週木曜日

午後 6 時 30 分～午後 8 時

要面談、 随時申込可

＊グループ ・ 個人レッスンも

可能です。 気軽にご相談く

ださい。

チョン スギ

090-5958-5753

ハングル講座　中級Ⅰ
毎週木曜日

午後 3 時 30 分～午後 5 時

チョン ・ スギ

北海道通訳案内士

道新文化センター講

師、 通訳･翻訳

ハングル検定指導 会話、 物語のヒアリングも

行います。

通年で開催。

ハングル講座　上級
毎週火曜日

午後6時30分～ 午後8時

韓国語は日本人にとって一

番習得しやすい外国語。 文

化、 歴史も学び、人生を豊

かにさせます。

初めてのハングル
毎週火曜日

午後 4 時～ 5 時

( 月 2 ～ 3 回）

文字から、 ゆっくり丁寧に

習います。

会話、 単文も作ります。

通年で開催。

新聞、 解説文、 文学作品

等の読解、 ワンランクアッ

プの会話を勉強します。

通年で開催。

リープ英会話

毎週日曜日

午前 10 時

ドナルド ・ ミラー 教材をもとにした、 小人

数による英会話レベル中

級です。

老若男女を問わず、和気アイ

アイとしたスローペースなクラ

スです。 いつでも見学できま

す。 お気軽にどうぞ。

まちづくり
センター

電話 22-9700

大人の英会話

毎週火曜日　

午前 10 時～ 11 時

デイビット・シャンズリー

パワー・イングリッシュ・

アカデミー代表

＊会話中心

＊会話のための文法学習

＊英会話経験の浅い方や

　ビギナーのためのレッスン

＊シニアの方も是非ご参

　加ください

社会人対象のクラスです。

講師は日本語を喋れるネイ

ティブスピーカーのアメリカ

人で、 レッスン内容がわか

らないままで帰るということ

はありません。 レッスンは

元気いっぱい、 ユーモア

たっぷりで、 楽しくすすめて

いきます。 英語を喋りたい、

英語のブラッシュアップをし

たい方、 ウエルカムです。

まちづくり
センター

電話 22-9700

ハングル講座　中級Ⅲ
毎週金曜日

午後 6 時 30 分～午後 8 時

珠算とプリント学習
毎週月･水曜日

午後2時～

よしだかよこ

札幌南登川珠算教室
3 代目後継者

初級から段位 （文部省後

援の検定試験）

選択科目 （自由）

プリント（国・算・英）検定、

ニンテンドー DS フラッ

シュ、 英語、 読み上げ算

よしだかよこ

電話 22-5489

教育の原点　読み ・ 書き ・

計算
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講師講座名 講座内容 PR 文 連絡先

ちびっことママの

アルバム作り

第 2 土曜日

第 3 月曜日 ( 変更有 )

午前 10 時 30 分～

午前 11 時 30 分

こがめ いづる

手作り絵本工房

ののか主宰

子どもと一緒にお絵描き

したり、 写真を切り貼り

して半年～ 1 年かけて

本を作っています。

日々成長するこどもの様子

を一冊の本にしませんか。

みんなでわいわいたのしい

時間をすごしましょう。

こがめいづる

080-5589ｰ1569

収納と重曹のお掃除

講座

第 2 ・ 3 金曜日

午前 10 時～午後 12 時

丸山信子

収納アドバイザー

個人のライフスタイルに合

う収納法、 生活用品が捨

てられずに貯まってしまう

悩みの解消法、 今まで落

ちなかった汚れを重曹で

落とす方法を学びます。

収納が苦手で悩んでいる

方の為に、 解りやすい実

践方法や映像を取り入れて

います。

丸山信子

090-4870-1334

コーチング講座

月 1 回　第 1 土曜日

午前10時30分～12時30分

2/2 スタート　（5 ヶ月コース）

飯田正男

コーチステーション

函館

会社 ・ 病院 ・ 学校など職

場や家庭で実践できるコ

ミュニケーション力の学習

コーチングを基礎から学ぶ

ワークショップ形式の講座

・ コーチングについて理解

し、 基本スキルを学び、 コ

ミュニケーション力が向上し

ます。

・基本スキル「傾聴」「質問」

「承認」 することを実習し、

行動できるようになります。

・ 毎月電話によるフォロー

アップコースで、 学習成果

を積み重ねます。

飯田正男

0138-53-0574

手づくりボランティア工房
「エンジョい」

毎週水曜日

午後1時～4時

各メンバー 家庭で眠っている素材を活
用し、 メンバーで知恵を出
し あ っ て 作 品 を 作 っ て
い ま す。

どなたでも参加出来ます。

やすらぎのお針仕事場に

なっています。

まちづくりセンター

電話 22-9700

ポルトガル刺繍サークル
≪hana≫ 

第１･3 金曜日
午前 10 時～ 12 時

葛西美江子 毛糸を使った刺繍です。 年齢に関係なく楽しめる手

芸です。 いつでも見学出

来ますし、 体験だけでも

O.K. です。

葛西美江子

01374ｰ2ｰ1951

まちづくり千絵画教室

日曜日

午前 9 時～午前 11 時

ヒロ
子供から大人まで参加で
きます。 水彩画、 パス
テル、 アクリル画、 キャ
ラクター、 イラスト、 まん
が、 子供の工作、 似顔絵
など様々な絵を指導して
います。
基本的に生徒さんの学びた
いことを指導して、 生徒さ
ん自身の表現を大切にして
います。

子供も大人も絵画の公募展

などで賞状をもらっています。

講師は児童心理学を勉強し

ています。 子供の自由な表

現や発想をひきだして心が

豊かになるように指導してい

ます。

参加希望の方は、

直 接 会 場 に お 越

しください。

まちづくり
センター

電話 22-9700

油絵教室

火曜日

午後 1 時～ 3 時 （月 4 回）

加藤寛之

全道美術協会会員

函館元町周辺の町並や坂
道、 ベイエリアの船や倉
庫を中心に函館の風土を
油絵で描きます。

初心者から公募出品者ま

でを対象にしています。

加藤寛之

電話 22ｰ6089

橋本祐子きつけ教室

第 3 土曜日

午前 10 時～午後 12 時

橋本祐子

国家認定着つけ技

能士 1 級

ゆかた、 普段着、 正装、

振袖まで自装、 他装。 道

具は一切使用しません。

初級と上級まで免許取得

できます。

曜日は相談に応じます。 橋本祐子

電話 22-6379
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講師講座名 講座内容 PR 文 連絡先

フラワーサークルミント
フラワーアレンジメント
コース

毎月曜日　（変更有）
午前 10 時 30 分～
午後 2 時 30 分

澤裕子

ヨーロピアンフラ
ワーデザイン連盟
プリザーブドフラ
ワー 1 級ライセンス
インストラクター

テキストを使って、 四季折々
のアレンジを楽しむ事ができ
ます。

まちづくり
センター
電話 22-9700

フラワーサークルミント

プリザーブドコース

月 1 回　第 2 月曜日

（変更有）

午前 10 時 30 分～
　　　　　　午後 2 時 30 分

半永久的に長持ちするプリ

ザーブドフラワーを使ったア

レンジを行います。

プリザーブドフラワーレッスン

水曜日

（月 1,2 回不定期開講）

午後1時30分～

                午後3時30分

川嶋ゆかり

花と香りのアトリエア
ント主宰
日本プリザーブドアロ
マフラワー協会認定
講師
日本ハーバルカル
チャーソサエティ認定
講師

ギフト＆インテリア （趣味）

ディプロマコース （資格）

1 日講座 （フリー作品）　他

花と香をテーマに、 趣味

のコース （1 回ごとのお

申込み） 協会の資格コー

スなど多彩なレッスンを

ご用意しています。 お気

軽にお問い合わせくださ

いませ。

まちづくり

センター

電話 22-9700

自由参加制ですので、 ご
都合に合わせての参加が
できます。 体験レッスンも
あり、 資格取得も可能で
す。 入会後は参加時のみ
の実費だけです。 どうぞお
気軽にお問い合わせくだ
さい。

ハーブ＆アロマ講座

月 1,2 回不定期開講

午後1時～

               午後3時30分　他

ハーブ＆アロマを取り入れ、

ナチュラルで豊かな暮らしの

ヒントを学ぶコース。

毎回、 実習品とご自宅で

も作れるように材料をお

持ち帰りいただきます。

ＮＹスタイルフラワーデザイン

月 1 回　木曜日 （変更有）
午前 10 時～午後 1 時

中川ちはる
青田雅恵
塚本美花

毎回、 生花やプリザーブド
フラワーを使ったフラワー
デザインを学ぶクラスと、
プリザーブドフラワーのクラ
スのどちらかを選べます。

入会 ・ 月謝はなし。 次
回参加を予約していた
だく方法です。

中川ちはる
070-5614-9270

ヨーロピアンスタイルフラ

ワーアレンジメント講座

火曜日　午後 4 時～      

水曜日　午前10時30分～

（月1回）

・ チャート式フラワーレッスン

・ フレッシュフラワーコース

・ プリザーブドフラワー

  コース

コース修了後は、 講師登録

もできます。

フレッシュフラワー、 プリ

ザーブドフラワーともヨー

ロピアンスタイルで楽しく

レッスン。 チャート式レッ

スンでは、24 回毎回テー

マ毎にオリジナルテキス

トを使用するので、 基本

がしっかり身につきます。

塚越早希子

公益社団法人日本フ
ラワーデザイナー協会 
本部講師、 花阿彌ブ
ルーメンシューレプロ
フェッショナルインスト
ラクター、 チャート式
フラワーアレンジメン
ト協会 認定講師、 一
般社団法人プリザー
ブドフラワー全国協議
会正会員、 北海道デ
ザイン協議会会員

まちづくり

センター

電話 22-9700

塚越早希子

090-2872-9909

水墨画教室

第 2･4 木曜日

( 月 2 回）

午前 10 時～ 12 時

山岸桂華

（日本書道学士院評

議員、 読売書法展

　幹事）

最初は手本を模写します。

その他に自分の好きな題材

を自由に描くようにします。

（年 1 回　作品展あり）

昔の名画等を参考にしな

がら、 現代風に自由に自

分の表現を学んで行けた

らいいと思います。

山岸桂華　

電話 57-1217

池坊いけばな教室

水曜日

午前 10 時～ 12 時 ( 月 3 回）

午後6時30分～8時(月2回)

伝統的な花から遊び心いっ

ぱいの暮らしの花、 季節や

行事を楽しむ花など幅広く

ご指導いたします。 教室間

での振替が可能です。 ま

ずは体験レッスンからお気軽

にお越し下さい。

野呂さとみ

華道家元池坊華道

教授 ( 財 ) 池坊華道

会中央委員

交通のアクセスが良く、

いけばなを始めたいとお

考えの方に気軽にお越し

いただける楽しいグルー

プレッスンです。 （免状

申請可）

まちづくり

センター

電話 22-9700
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講師講座名 講座内容 PR 文 連絡先

絵てがみサークル
「赤いポスト」

第 1･3 木曜日

午後 1 時～午後 3 時

（会場の都合により日時が変わ

ることも有ります）

和田洋子

日本絵手紙協会公認

講師

筆、 鉛筆、 クレヨン、 ペン

など使いますが、 ほとんど

筆を使います。 筆を使って

「ヘタでいい、 ヘタがいい」

をモットーに自分の心を相手

に届ける、 絵のついた手紙

を書く、 これが絵手紙です。

日本絵手紙協会公認講

師資格者が在中。 また

希望者が有れば講師の

資格をとることができま

す。 教室のある時は体

験講座をうけることがで

きます。

和田　洋子

電話 53-1876

いつでも入会できま

す。

墨友会書道教室

土曜日 （月 3 回）

午後 4 時～午後 6 時

青穂

墨友会主宰

４歳から一般の方対象で、

主に毛筆で古典臨書から創

作までを学びます。 暮らしに

役立てま書のお教室もあり

ます。

まちづくり

センター

電話 22-9700

田中式健康体操
木曜日

午後 2 時～午後 3 時

木戸口静子 有酸素運動、 筋肉増強運

動、 調整運動、 複式呼吸

運動など 5 つの群で構成さ

れています。

週 1 回仲間と共に体操し
ませんか。 終生立って
歩ける生活が出来ること
を基本に考案された体
操です。

木戸口静子

電話 76-8288

幼稚園から中学生までは

毛筆の他に硬筆も行いま

す。（両方とも昇段、昇

級可）一般の方は目的に

よって選んで頂く事がで

きます。

エアロ＆ストレッチ

火曜日
午後 1 時～ 2 時

杉本梓

健康実践指導者

音楽に合わせてエアロビク
スとコアリズムで体を暖めて
からストレッチで体を伸ばし
ます。 初めての方でも無理
なく参加できます。

体が硬いかた、 はじめて

の方でも無理なく参加い

ただけます。

ストレッチ

サークルレラ

杉本梓

電話 26-5655

（FAX 兼）

矢車会書道塾

土曜日

午前 10 時～ 12 時
月 4 回

中井穆風

矢車会書道塾主宰

小学 1 年生から高校生 ・ 大

人対象に毛筆で古典の臨書

から創作・写経・実用書道 ・

篆刻も指導します。

競書 （書の研究）

昇級 ・ 昇段可

初歩の篆刻講座開設

まちづくり

センター

電話 22-9700

日本実戦空手道
眞宮会館

空手コース

月･水･金曜　午後 7 時～ 8 時

日曜　午後3時30分～4時30分

シェイプアップコース

水･金　午後8時15分～8時45分

ストレスボンバーコース

日曜　午後4時45分～5時15分

宮本真人

師範
空手では、 フルコンタクト
空手を通して人を叩く痛み、
叩かれる痛みを知り、 ま
た礼儀やあいさつが出来る
ように稽古します。 また、
エアロビクスダンスの要素
を取り入れたコースや、 と
にかくミット打ち !! ハードに
頑張るコースがあります。
対象は、 小学 1 年～一般
です。

1 日体験も行っておりま

す。 たまにしか来られな

い方のためにスタンプ

カード制を導入しました。

宮本真人

090-6216-5105

体の不快な症状をそのまま
にしておくと病気の要因にな
ることがあります。 体を緩め
て間接の使い方を学び、 体
内のゴミ、 老廃物を排出し、
体の隅々に血液の循環を促
します。 体温や免疫力や代
謝を上げ、 健康的な身体づ
くりを目指します。

不快な症状は日々の蓄積

です。 蓄積させないよう日

常生活に取り入れ日ごろの

ケアに役立てましょう。

福田康子

080-6099-4691

リンパ体操

第 1 ～ 3 水曜日

午後1時～2時

午後2時30分～3時30分

新トータルリンパケア

第 1 ～ 4 水曜日

午前 11 時～ 12 時

　　リンパを知ろう学習会　

　　　毎月第 4 水曜日

　　　午前 10 時 30 分～ 12 時

福田康子

ＮＰＯ法人リンパ健康

学普及協会認定 リン

パ准養成インストラク

ター、 日本成人病予

防協会　健康管理士

（一般指導員）、 道新

文化センター ・ シダッ

クス　カルチャー教室　

講師

最新のリンパ学からの体の

仕組みを知り、 顔、 上半身、

下半身の体のセルフケアを

学びます。

基本的な知識を身につ

け、 肌や体に体負担のな

い優しいマッサージ法を身

につけ、 美容や健康管理

に役立てましょう。
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函館市地域交流まちづくりセンター
〒040-0053　函館市末広町 4 番 19 号

  T E L  0138-22-9700
　FAX  0138-22-9800

　E-mail toiawase@hakomachi.com

URL　http://hakomachi.com/

P

開館時間：　午前 9時～午後 9時

休 館 日：　年末年始（12/31 ～ 1/3）  ＊器材点検のため月 1回程度臨時休館する場合があります。

函館市地域交流まちづくりセンターは、

ＮＰＯやボランティアなどの活動の場、

市民交流の場、

地域情報の発信の場

としてさまざまな活動にご利用いただけます。

市民活動やＮＰＯについて相談したい方

市民活動やＮＰＯの情報が欲しい方

市民活動やＮＰＯの会報やチラシを作りたい方

打ち合わせ場所がほしい方

研修会や展示会場を探している方 

観光情報や地域情報が欲しい方

定住・移住について相談したい方

ご利用をお待ちしております。

フロア 区分
ご利用料金

市民交流フロア／ 2F

市民活動支援フロア／３F

研修室（Ａ，Ｂ）
フリースペース

会議室   （Ａ，Ｂ）
ロッカー（大）

ロッカー（小）

単位 金額
備考

1 室 1 時間までごとに

1 日につき

1 室 1 時間までごとに

1 個 1 ヶ月につき

1 個 1 ヶ月につき

500 円

10,000 円

300 円

400 円

200 円

駐車場 　2 時間無料、超過 30 分までごとに 100 円　
　駐車場は、当センター裏側、入り口が南部坂沿いにあります。

24 人利用可

24 人利用可
約 272 ㎡＊

＊入場料のあるもの、物品販売などは別の利用料金となります。おたずねください。

１，　製版代　   １枚・・・・１００円　

２，　印刷枚数　　１０枚まで・・・・１０円　（以後１０枚毎に１０円加算となります。）
            ※ 例　１２枚は２０円、１３７枚は１４０円、１５４３枚は１，５５０円です。

３，　１の製版代＋２の印刷代が必要です。

印刷機使用料（用紙代別）について　

注意：印刷用紙は各自でご用意ください。また、小銭のご用意をお願いします。

 カラーコピー料金（用紙代含む）について

・白黒　     A4, B4, A3・・・・1枚１０円
・カラー     A4, B4・・・ ・・・1枚５０円　　・A3・・・・1枚１００円

横断幕プリント / ポスタープリント（用紙代含む）料金について　

・長尺 610mm×1.5m・・・2,400 円 / 枚　　  ・長尺 610mm×3m・・・ 2,600 円 / 枚
・長尺 610mm×4m・・・・2,900 円 / 枚　　  ・長尺 610mm×5m・・・ 3,200 円 / 枚
・A2 版（420mm×594mm）・1,200 円 / 枚      ・A1 版（594mm×841mm) ・・1,400 円 / 枚

*横断幕は文字原稿、ポスターはチラシ又は PDF 形式で原稿をお持ちください。

備品貸出　　音響セット 500 円～ 10,000 円、プロジェクター 800 円、スクリーン 200 円


	hakomachi_vol23_p1.pdf
	hakomachi_vol23_p2p3
	hakomachi_vol23_p2.pdf
	hakomachi_vol23_p3

	hakomachi_vol23_p4
	hakomachi_vol23_p5
	hakomachi_vol23_p6p7
	hakomachi_vol23_p6.pdf
	hakomachi_vol23_p7

	hakomachi_vol23_p8
	hakomachi_vol23_p9
	hakomachi_vol23_p10
	hakomachi_vol23_p11_p15
	hakomachi_vol23_p11.pdf
	hakomachi_vol23_p12
	hakomachi_vol23_p13
	hakomachi_vol23_p14
	hakomachi_vol23_p15

	hakomachi_vol23_p16

