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いつまでも初々しくあるために
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私 たち！
が んばってま〜す︑

離れて見ることで２本の木が重なって

たらハート型になって見える物、少し

ハート型に見える物や、下から見上げ

たことで、土の作り方や花の咲かせ方

喜ばれました。学習指導員の勉強をし

で配布し、地域との関係が深まり大変

の記念行事の折に、地域の方々に無料

した。来られた方々に樹木がただ美し

学校は災害時には緊 急避難場 所と

貰った果物などが、とてもうれしかっ

いだけではなく、楽しく樹木と触れ合

学 校では予 算などの制 約があるた

た そ う で す。この 話 を 聞いて、季 節

なります。阪神大震災に遭った友人の

んだ剪定の技術を使って、樹木をハー

め、お金がかからず、毎年咲かせるこ

を通して何かしらの実が成っているス

えるし、名前や形を覚える事ができる

を教えることもしています。

ハート型に見える物など 種類作りま

学習指導員の活動の第一歩は︑まず指導する
︵教える︶
機会を得ることです︒資格
をもっていても︑でんと構えて待っているだけでは︑その機会はなかなか訪れませ
ん︒すでに学習指導員として活躍されている方がたは︑その機会にめぐりあうた
め︑
試行錯誤しながら活動しています︒今回はその貴重な体験の大特集です︒

植物を通じて
地域との交流
庭園技能学習指導員

野田克哉 （大阪府）
私は大阪 市の小 学 校に職 員として
勤務しています。

ト型に剪定し、それを子供たちに探し

とができ、増やしていける植物をと思

ペースを作り、緊急時に役立つように

話ですが、緊急物資が届くまでの間に

てもらう「ハートを探せゲーム」を作

い、いろいろな試行錯誤した結果、タ

育てています。

と喜んでいただきました。

りました。このゲームは大好評で、見

チアオイが向いていることが分かりま

剪定班の総班長に指名

庭園技能学習指導員

た、花が終わったあと、収穫し

もらえるようになりました。ま

道行く人からも美しいと誉めて

が、今ではたくさんの花が咲き、

初めは花が少ない学校でした

しくて、できた野菜を差し上げました。

い庭になりましたね」と誉められ、うれ

と野菜の苗を植えると、近所の人に「良

にしようと実家から持参してきた花木

ありましたが、手入れをし、花壇と菜園

４年前、転居した家には荒れた庭が

中島浩二 （宮崎県）

た種を少しずつ袋に入れ、学校

に咲いています。

高さになったタチアオイが一面

の道路側面などに、３㍍ほどの

ずつ増やしていき、今では校舎

学に来られた地域の方々も交じって楽

果樹を手入れする野田さん

した。花壇を作ることから始め、少し

学 校の文 化 祭 などでは、講 習で学

20

しんでいただきました。上から見たら

道行く人の目を楽しませる
タチアオイ
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て、草取りも終えると、何もすること

年 が明 け、寒い中、春 野 菜 を 植 え
た。最近では外部講師によるマツの剪

定」などの勉強会を行い、好評を得まし
の会話です。

があると感じました。それは人と人と

恵まれた情景の中で何か足りないもの

でたまらないガーデニングも、いざ人

うと考えました。しかし、好きで好き

由塾」にガーデニング講座を開設しよ

に教えるとなると、自己流では通用し

定講習に 名の参加がありました。そ
の際、私は講師の補助を求められ、何

いと思ったのが、
「アロマ＆ハーブ」の

練り、いろんな雑誌を見て、自己流を

そこで私は、１年間じっくり計画を

ないことがたくさんあります。

お話会でした。夕食後、知らない人同

正当な育苗方法にもどし、上田の地に

に、何か良い情報をお持ち帰り頂きた

定班の総班長に指名され、重責を担っ

士がハーブティーを飲みながら会話す

合ったガーデニング方法を、夫の協力

とか役目を果たすことができました。

そこでせっか く 来て 頂いたお 客 様

がなくなり、何もしないよりはと思い、
シルバーセンターの説明会に行きまし
た。今までの作業経験を聞かれ、約
剪定班に会員登録をお願いしました。
ています。お客 様に喜んでいただき、

る。その中を取り持つのがハーブやア

去年の 月からシルバーセンター剪

その頃、新 聞 広 告で庭園 技 能 講 座を
的確なアドバイスができるよう更に精

年 間の剪 定 経 験 を伝 え、月 明けには

知 り、剪 定 作 業が始 まるまでに受 講

年 回の講座はあわただしく、失敗も

いざ開設してみると１か月に１回、

ロマの話です。共通の話題は〝健康〟 （夫も専門家）も得て考えました。

の寄せ植え講習、アロマセラピーの効

ルライフの楽しみ方、キッチンハーブ

実践する。野草の摘み草の話やハーバ

のこと。未病、予防を楽しくハーブで

進していきたいと思っております。

アロマ＆ハーブのお話会で
お客様を癒やす

を済ませ、何とか目標を達成すること
ができました。
剪定作業が始まると、お客様からの
質問にはテキストや庭木上手集を読み
返しながら答えています。２年目は樹

あり、まさに自然そのもの。しかし、

人ほどの塾生との交流は楽しく、老

東北の被災地の方々へ「元気になる花

人ホームへのボランティア花 植 えや、
介護を必要とする人たちへの尊厳を

の種」を届ける活動なども経験できた

用などの話を致します。
保ちながらのケアは、アロマが喜ばれ

貴重な１年となりました。

ハーブ学習指導員

私は清里高原ホテ

ることも体験しました。これからも、

木の病気、害虫対策に備え、樹木医、
定を受けました。お陰様で剪定作業の

ルのコンシェルジュ

自然の治癒力を味方につけ、未病、予

今井悦子 （山梨県）

件数は順調に増えて３００件近くにな

として在籍 年になります。
清里高原ホテルは、八ヶ岳の南麓、
標高１４７０㍍にあり、客室からは富

学習指導員としては、シルバーセン

とができます。そして、自然の中に抱

天空の広がる雄大な景色を一望するこ

士山・南アルプス・八ヶ岳・茅ヶ岳と、

ター主催の剪定技能講習で、講師とし

かれ、木々を渡る風に吹かれながら鳥

防の普及にボランティアとして地域に

ト。今 年 も 元 気のパワーを 花 からも

4

吉﨑光徳 （栃木県）

似顔絵学習指導員

〝縁〟をつなぐ指導員資格

いきたいと思っています。

らって、花を通して笑顔の輪を広げて

ガーデニング学習指導員

4

合おうと、教えたい人と学びたい人が

明書を一つのアイデンティとして、いろ

しました。その後、協会が発行する証

私は５年前に「学習指導員」の登録を
一人旅の女性や病を抱えていらっしゃ

「誰でも先生、誰でも塾生」になれる

たちの似顔絵を描かせてもらいました。

る人など、かならずしも皆さんが幸せ

退職したら、自分の好きなことをや

結果として、さまざまな方との「縁」

いろなイベントに参加し、いろいろな人
知りました。この方々の心を癒すもの
は、大自然の見せる様々な顔ですが、

ろうと思っていた私は、この「上田自

システムです。

というものがあります。自主的に学び

上田には、生涯楽習「上田自由塾」

武田美恵子 （長野県）

ガーデニング講座を開講

根ざした活動をしたいと願っています。

さて２年目の講座ももうすぐスター

り、作業を依頼されたお客様からは新
次回の剪定作業のご予約を頂いたり感

しいお客 様を紹介していただいたり、

そして庭園 技 能 学習 指 導 員の資 格認

12

30

な旅をされているとは限らないことを

しかし、日々ロビーに立っていると、

何にも代えがたい時間です。

や昆虫や花々を眺めて過ごす時間は、

て実技指導やＤＶＤを使った「マツの剪

謝の日々が続いています。
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マツの手入れなどの剪定作業に大忙し
の中島さん
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ができ、
現在地元の公民館で月１回「似

まいの県・市・町等のシンボルフラワー

ミュニティの皆さんと一緒に、ヤマユ

〝ヤマユリ〟の生い立ちの周知」に、コ

ネーター、２００９年にはハーブ学習

２００８年はメディカルハーブコーディ

私は神 奈川県 横 浜 市 在 住ですので

やツリーをご存知でしょうか。
県花は「ヤマユリ」です。この県花制

各学習指導員の皆さまにも、このよ

とハー ブ 園 」
（ http://urasatoherb.jp
）
で、花やハーブを１００種類ほど育て

顔絵」の講座を受け持っていますが、
実態は教えているというよりは、私も
定は神 奈川 県が全国に先 駆けての制

うな課題に触れられる機会がございま

ています。

指導員の資格を取得しました。現在は、

一緒に「似顔絵」というお絵描きを楽
定で、約１５０ 年 前の横 浜 港 開 港 と

したら、どうぞ情報提供とご協力のほ

私は現 在、横 浜園 芸 友の会に所 属

リの保護活動を続けていきたいと考え

しんでいます。
大きく関わっていました。当時ヤマユ

どよろしくお願いいたします。

と一緒に学ぶ私ですが、その時忘れて

し、会のみなさんと一緒にこのヤマユ

長野県上田市に開園した「信州うらさ

その公民館の活動は積極的で、内容も
リは横浜港から欧米へ生糸とともに日

るハーブ、個性の強いハーブを知るこ

はならないものが、通信教育期間中に

リの歴史的背景を県民の人たちに知っ

ております。

充実しており、市主催の「公民館新聞
本の特産品として大量に輸出されてお

とで、ハーブの特性を活かしたブレン

似顔絵講座の受講生は３名ですが、

コンクール」
ではつねに最優秀賞をとっ
り、これらの背景から県民の総意でヤ

ドハーブティーに挑戦してきました。

使用させていただいた清つねお先生編

て も ら う べく、広 報・ 保 全・増 殖 を

ハーブティーと出会い、ハーブの世界

私の本業はキャリアコンサルタント

清水純明 （神奈川県）

ガーデニング学習指導員

生涯現役、
新しい仕事に挑戦

しみたいと思っています。

を大切にしながらハーバルライフを楽

を行っており、これからも自然の恵み

ティーの試飲、ハーブグッズ作りなど

期です が近 在の仲 間 を対 象にハーブ

ハーブ園では、資格を活かし、不定

の通信販売もしています。

使った手作りのブレンドハーブティー

空気の中で育つ無農薬栽培のハーブを

せてくれます。また、信州ならではの

ど、さまざまなことに胸をワクワクさ

中で簡単に癒しの体験ができることな

晴らしい効果があり、日々の暮らしの

ブレンドハーブティーは、健康に素

これまでは、薫るハーブ、薬効のあ

ているほどです。その公民館長である
マユリが選ばれたからです。
成の乱開発による里山の減少、心無い

このヤマユリですが、最近は宅地造

Ｆ氏との出会いもあり、私自身が生涯
学習の在りかたについて改めて考えさ
せられているのが現状です。

人たちによる採集、鳥獣による食害等
で激減し、絶滅が危惧されてシンボル

受講生の一人、八十歳のＩさんには、
生 きる 姿 勢 や 生 涯 学 習 に 取 り 組 む 姿

を変更する自治体があることを知るに

集の「似顔絵のテキスト」です。私に

活動テーマとして採択していただき、

今 後も学習 指 導 員としての知識を

に魅せられました。その後、２００３

で、おもに東京、千葉、神奈川、静岡



勢などを学ばさせてもらっています。

とっては、これが基本であり原典です。

テーマアップいたしました。そして第

至りました。

これから少しでも「似顔絵」の楽し

一回の活動を「やまゆりセミナー」と

そのような「凛」としたご婦人３名

さを一人でも多くの方に伝えることが

銘打ってキックオフいたしました。

ハーブ園を開園しました
ハーブ学習指導員

池田美代子 （長野県）

活用しながら、広報活動を通じて「ヤ

年 に はハ ー ブ コ ー デ ィ ネ ー タ ー を、

私は、１９９７年に美しい色合いの

マユリ減少の歯止め」と「神奈川県花

も深めさせていただきました。

にボランティアの皆さんが集い、交流

組んでおられる自治体の皆さん、並び

を持ち、県下でのヤマユリ保全に取り

保護の前途は多難ですが、同じ思い

できるよう努力精進していくつもりで
す。ありがとうございました。

ヤマユリの保全に
ご協力ください
庭園技能学習指導員

遠藤重善 （神奈川県）
本誌をご覧の皆様は、ご自分のお住

第1回ヤマユリセミナーに参加のみなさん
（前列右端が遠藤さん）

代の 転 職 希

で、労働局の就職支援セミナーを担当
しています。
～

秒以内に答えられないと「ダメ」と

いう刻印を押されてしまう厳しさがあ
ります。ですから、
代表的な花や野菜、
樹木などの育て方、病害虫の対応法を

セミナーでは、
望者の方々に、必ずお伝えしているこ
マスターする必要があります。

モノづくりで
本物の目を養う

ガーデニング学習指導員

倉田覚美 （静岡県）

ネーター）
、ローズ・ガーデン講座（ロー

デニング講座（ガーデニングコーディ

ることと全く同じです。私自身、ガー

会が目指 す 生涯学習の振興に寄 与 す

ことです。これは日本通信教育振興協

ングコンテストでは、５年間連続して

本園芸協会が主催されているガーデニ

事 として 推 薦 され ま した。ま た、日

います。ありがたいことに、昨年、理

や横浜園芸友の会に加入し、活動して

プするため、３年前から日本園芸協会

仕方のない毎日です。

リームや石鹸を作ったりと、楽しくて

私は、ガーデニング学習指導員として

ズ・コンシェルジュ）
、学習指導員講習

入選しています。まだまだレベルの高

敷居の高いイメージだったアロマも、

現在は学習指導員としてレベルアッ

を修了し、ガーデニング学習指導員と

い方々がたくさんいて上位には入りま

もとはハーブと知ったら身 近に感じ、

体験教室に来たときはしょんぼりし

新しい仕事に挑戦しましょう」という

して認定していただきました。

せんが、これからも多くの人に感動を

アロマテラピースペシャリストの認定

ではなく、プリザーブドフラワーインス

昨 年から、住 友園 芸 化 学の専 属 相

お伝えするため、挑戦してゆきたいと

ます。

通して、本物の目を養う心を育ててい

づくりの良さ、モノづくりの楽しさを

プリザーブドフラワーを使って、モノ

体験教室では、月２回、子供たちに

ティアをさせていただいております。

にある体験学習塾で、体験教室ボラン

トラクターとして浜名湖ガーデンパーク

談員として、４～ 月の土・日・祝日

なるので、そんな時、「やっていて良かっ

て自信がつくと生き生きとした笑顔に
イベントやフリーマーケット、手作

た」と思い、むしろそれ見たさに続け

去年は、
「浜名湖花博２０１４」と浜

り市などでセルフケアの提案や手作り
ベビーマッサージではオイルの説明を

名湖ガーデンパークフレンズから感謝

ている気がします。
したり、赤ちゃんや子供が触れても安

状をいただき、とても実り多い年でし

雑貨の紹介、地域子育て支援施設での

心な手作りコスメ、ハウスキーピング

た。やはり〝継続は力なり〟です。

ハーブ学習指導員

の提案をさせていただいております。

ひどい手荒れやストレスに苦しみ、
何とかしたいと思っていた時、ふと目

また、手作りの石鹸やリップクリー
ハーブティーは学生の頃から大好き

ています。将来は自分のサロンを持つ

も喜んでくれたので、活動の励みになっ

養成講座」でした。
で、お店に並んだハーブのビンに憧れ

夢に向かって、自然体でマイペースに

http://

ていた私ですが、
「やってみよう！」と

ameblo.jp/39rti39/

アメブロ「こちらもＦなり 」

頑張りたいと思います。
いまは、種から育てたハーブをお茶

思ったのはこの広告でした。

ムが雑誌に掲載され、遠方の友人たち

にしたのが「ハーブコーディネーター

福山美由紀 （和歌山県）

て認定していただきました。

ていたお子さんも、作品づくりを通し

に、東京、神奈川、静岡、埼玉のホー
ムセンター園芸コーナーで園芸相談の
お手伝いをしています。多い日は１日
１００ 人 近 くの相 談 を 受 け、すでに
２０００人以上の人の質問や悩みを受
けました。
相談員には、お客様から相談されて

手づくりハーブグッズが
雑誌に紹介されました

もいただき、ハーブ学習指導員も続け

雑誌で紹介された手作りリップクリームの記事

思っています。

園芸相談員として活動する清水さん

とがあります。それは、
「生涯現役で、

70

10
にしたり、抽出したエキスでハンドク

プリザーブドフラワーの作品
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苗木育成の楽しみ
庭園技能学習指導員

植樹しようとしても良い苗木がすぐ
に手に入るわけでもなく、また費用も
かかるので、数年前から個人的に苗木

学生の登下校の送迎と、下校時までの

約３時間は校内の樹木の剪定のほか、

グラウンドや花壇の手入れ、学校の畑

現在は団地のグループで、樹木管理の

作業は数十年前から行っていました。

１年余りですが、実

員の資格を取得して

庭園技能学習指導

木約２５０本がすくすくと育っていま

㎡の苗木育成場には、様々な樹木の苗

若い枝の挿し木による育成です。約６

の実 を 採 集 し、適 期に 種 ま き、ま た

と、樹木の子孫繁栄のためで、秋に木

目的はタイムリーに植樹をすること

さる方、
「日差しが強いから気をつけて

と声をかけてくださる方や、種をくだ

ご近所の人から「いつもありがとう」

ます。また、花 壇で作業していると、

木漏れ日の当たる湿潤な場所にはダイ

バザクラ、メキシコマンネングサ を、

ワダレソウ、イブキジャコウソウ、シ

し、日光が強く当たる場所にはヒメイ

草の繁 茂 を抑 える植 物の導 入を計 画

ではジャガイモやサツマイモの植え付

ボランティア（団地内の中低木の刈り
す。また育成箱とポットには地植えを

ね」と心配してくださる方など、ハー

カンドラを植栽しました。始めてから

の育成を勉強も兼ねて行っています。

込みと剪定、花壇の手入れなど）を毎
待つコノテガシワ、イトヒバなどがあ

ブで話題も広がり、コミュニケーショ

岩瀬秀敏 （神奈川県）

月１回行っています。会員は女性５名、

り、一部は植樹も完了し、とくにコナ

ンが広がります。

け・収穫のお手伝いをしてきました。

名ですが、私は責任者として、

ラは防 風 林の代 役 を果 たしており ま

％は緑地で、約

しかし、大半が老木化し、病害によっ
て枯れたり、風雨により倒木して、歯
抜けの箇所があります。

新 年 度は会員に指 導 する楽しみが増

きの方が、植物に鼻を近づけて匂いを

ことに気づきました。ある日、お花好

そんな中、認知症の方は臭覚が弱い

に立ち会えることは一人のボランティ

て子供たちの成長を見守り、また育成

学校、家庭、地域住民の協働によっ

わないねぇ」と言ったのです。いろい

今の私は、学習指導員講習のテキス

アとしてうれしく思っています。
ろな植物で試してみましたが、やっと

トで学んだ〈心構え〉
ボランティ
――
アの基本理念は『自発性』
『公共性』
『無

嗅いで、
「匂いがしない、最近の花は匂

匂いが分かったのはヒヤシンスでした。

償性』
『先駆性』の４項目の内容にぴっ

講座の修了、学習指導員の資格取得

その後、認知症患者の嗅覚の衰えにつ
した。今後は、ハーブの香りが脳へど

に至るまでご指導いただいた先生やス

たり当てはまっています。
現在私は港区立の

のように働きかけるかなどを勉強して

タッフの皆様にお礼を申し上げます。

いて詳しく学び、このことを実感しま
高齢者施設で、看護

いきたいと思っています。

若い頃は、子育てや仕事に追われて

横山才慧子 （福井県）

折紙学習指導員

師として働いています。施設では、植
物に触れる機会が少ない高齢者の皆さ
んに四季を感じていただきたく、花壇

庭園技能学習指導員

私は 年前から小

岩木 明 （埼玉県）

自分で折る楽しみと
教える喜びを実感

山下 菫 （東京都）

ハーブ学習指導員

高齢者の目が輝く
ハーブの香り

えます。

９年、どうにか結果が出てきました。

は、除草作業の省力化を図るため、雑

また、校内のグラウンドや空き地で

作 業の指 導 と安 全 管 理を担 当してい

す。現在、別地に育成場を造成中で、

男性
ます。
４０００㎡）の約
20

私 の 住 ん で い る 団 地（ 敷 地 ２ 万

11

種の樹木が５０００本ほどあります。

50

さまざまな樹木の苗木250本を育成中です



テーブルなどを飾る
ハーブアレンジメント

子どもたちを見守る
ボランティア
でハーブや花々を育てています。
施設の食堂や喫茶室、廊下、トイレ
などに花壇から朝摘みしてきたハーブ
や四季の花々を飾ると、フロアがハー
ブの香りに包まれ、皆さんの目も輝き

12
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折紙などする時間がありませんでした
ごとに学習テーマ変えながらハーブ教

は「イーグレひめじ」において、季節

後は、樹木の剪定だけではなく、肥料

庭園の植栽の剪定を教えています。今

教える内容は、①ハーバルバスを楽

そのためにも学習したことを再度確

が、いつかやりたいと思っていて、今
現 在 は週１回 折 紙 教 室に通ってい
しむ、②ハーブティーを楽しむ、③ハー

認して、学習指導員としての役割を認

や病害虫対策の方法なども学習指導員

て、先生とともに和気あいあい、楽し
ブの育て方、④キッチンハーブを楽し

識し、行動したいと思っています。ま

室を開いています。

く折っています。また、月２回、地区
む、⑤美容と健康のハーブ、⑥ポプリ

た、いろいろなサークルで指導されて

やっとその夢がかないました。

の公民館で自主クラブを作り、 人く
を楽しむなどですが、人気の高いテー

として教えていこうと思っています。

らいですが皆さんと楽しく折っていま

以前住んでいたところでは、町内会

いる方を参考にし、自分なりの指導の

の「花と緑の町づくり」で花や植物の

マは何度も開いています。
自分の知らない暮らしの知恵をもっ

スタイルを作っていきたいと思ってい

す。他には、月１回老人センターでお
年 寄 りに教 えるほか、先 生と障 害 者

には、自分で描いた絵や人形などを提

写真を展示し、区の文化ギャラリー展
今後は、庭園の管理に関してさらに

出するなど、文 化 活 動に積 極 的に参

ます。
勉強を重ね、他の方々のお役にたてる

加してきました。

ている方に出会うことも多く、相手に
伝え、ハーブの生かし方をともに考え、

よう努めていくつもりです。

施設へ３回行きます。施設の人たちも
三角パーツをやりたいのですが、今

より多くの人たちにハーブの素晴らし

も学びながら自分の持っているものを

はくす玉にはまっています。その他い

さや楽しさを伝えていきたいと思って

に固まってしまうことなく、物事を判

庭園技能学習指導員

ケアで、仲間たちと火曜日は絵画や茶

道、水曜日は頭の体操や音楽、木曜日

は革工芸、土曜日はフラワーアレンジ

や生け花を楽しんでいます。どれも終

真を撮っています。９名で始まった活

わったら感想などを話し合い、皆で写
「自分も何かやってみたい」と思いつ

動ですが今は 名に増えています。

中軽米きぬ子 （神奈川県）

現在は病院内に併設されているデイ

ろいろな折紙も折っていますが、折れ
います。

折っているときは時間のたつのも忘

断する力を養い、自分の中に様々なも

園芸ボランティアの
活動機会を増やしたい

ば折るほど奥が深くて、折り紙はとて

れ、またストレス解消にもなって本当

のを受け入れていけるよう日々精進し

自分が知っているハーブの世界だけ

に楽しいですね。できた作品は友達や

ています。

もやりがいのある手芸です。

一生懸命折ってくれます。

デイケアの仲間たちと楽しんでいます

つ巡り合ったのが庭木や花木の植栽に
ついての勉強でした。
草 花 や ガーデニング、ドラ イフラ
ワーや庭園管理等いろいろ挑戦し、課
題の提出では、答えがわからず、何度

んが、いろいろな庭園や植栽を見なが

活動ができていませ

現在はまだ十分な

ろいろありましたが講座を修了し、学

解だったということもありました。い

送されてくると、最初に描いたのが正

度も書き直しして提出しましたが、返

もテキストを見直しました。解答も何

ら、どのようにすれば資格を活かして

きました。

習 指 導 員の資 格 も 取 得 することがで
今は、手始めとして知り合いの方に

いけるか模索中です。

清水 茂 （大阪府）

庭園技能学習指導員

さらに学んで指導の
スタイルをつくりたい

近所の方に差し上げています。皆さん
喜んでくださるので私もやりがいがあ
ります。これからも元気な間は折り続
けたいですね。

ハーブの世界が広がる
人との出会い
ハーブ学習指導員

松尾芳江 （兵庫県）
ハーブ教室を開いてやっと５年にな
りました。最近は大阪や姫路などいろ
いろな場所から要請をいただき、現在

やしていきたいと思っています。

ンティアとして園芸を楽しむ機会を増

今後は、地域の人たちと、緑のボラ

15
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活動して﹁生きがい感﹂を

この「生きがい感」について、神谷美

恵子さんが『生きがいについて』
（みす

ず書房）
でズバリ言い当てています。
「自

分がしたいと思うこと」と「義務」とが

も取った。好きなだけではなく、お得

です。仲間内での自己満足に終わらな

現する、公開する機会をもつといいの

専業主婦に不満はないが何か物足り

感」を感ずる生き方を提案しています。

はなく、それを実行することに「使命

白石 克巳

学 習 指 導 員の方 とは毎 年、秋には
意さんとの関係で学び直す、施肥や害

いよう、自己表現することです。句集

ない、年金暮らしでも困ってはいない

佛教大学教育学部教授

一致したとき、生きがい感は頂点に達

会って懇 談する機 会があります。
「生
虫への助言を怠った失敗から学び直す

や歌集を出して知り合いに読んでもら

する、と。
「したいことがある」だけで

涯学習奨励賞表彰式」のおりです。主
ことだ、と考えるようになった。その

仲間と続けることです。そのうちに自

役 は文 部 科 学 大 臣 賞や 公 益 社 団 法 人

ずかしい」
「失敗したくない」という気

分が「やるべきこと」が見つかります。

が張り 合いがない。そうであるなら、

持 ちはあり ます。しかし他 人を意識

前述の指導員の方は「やりたいこと」が

うことです。合唱やダンスをホールで

すると、学習は上達します。さらにこ

いつのまにか「やるべきこと」になった

経験から今や仕 事になってしまった、

の自己表 現 を学 校や公民 館などで公

日本通信教育協会会長賞の方々です。
この学習指導員から二つの教訓が得
られます。

「好きこそ物の上手なれ」？
一つは「好き」な分野でも他人（仲間

のです。
「やるべきこと」がわかり、ま

まずは「ぜひやりたいこと」を見つけ、

ります。お互いに初対面の方が多いの
ですが、懇談は話題が豊富でびっくり
させられます。自信をもって活動して
いる報告が多く、表彰式を圧倒する雰
囲気です。なぜでしょうか。

すます「やりたいこと」になったのです。

信 教 育 などで庭 木・植 木 を本 格 的に

しかし下手の横好きにならないよう通

こんな方に会いました ――
ビジネス
のかたわら庭木いじりや盆栽が好き、

が理由のようです。

きがい感」をもって活動していること

しかし、それ以上に、好きなことに「生

ら、当然といえば当然かもしれません。

べく各地で活躍している指導員ですか

童・生徒や住民）のことを考慮して学

たりするとよいのです。仲間や相手
（児

合ったり、人様に教えたり、仕事にし

は、好 きな 趣 味 を仲 間 とともに学 び

す。旦那芸に終わらないようにするに

己流に流れ、自己満足に終わりがちで

好きだけでは上手にはなりません。自

が、事はそんなに簡単ではありません。

「好きこそ物の上手なれ」と言います

プできるという学び方です。

側の感覚です。この感覚が「生きがい

やガーデニングをやっている自分の内

（活動分野）にあるのではなく、書道

かし大切なことは「生きがい」は対象

ブだ、ガーデニングだといいます。し

「生きがい」というと、書道だ、ハー

をもつと積極的になれます。

をもつ生き方です。人間、「生きがい感」

もうひとつの教訓は「生きがい感」

動 を励 まします。しかしそれは活 動

んわずかでも謝金がもらえることは活

いと考える人は少ないのです。もちろ

払った見返りにカネになる仕事をした

のよ う な 有 料の機 関でも、受 講 料 を

ズが高いのです。カルチャーセンター

い感をもてる活動をしたいというニー

共に学習できる仲間がほしい、生きが

代にあります。しかし、全体としては

的資格を得たいというニーズは若い世

や顧客）との関係で学ぶとレベルアッ

学 習。そのう ちに 近 くの人に 庭 木の

び直すからです。教えることが仕事に

感」です。
「生きがい感」がもてるよう

が社会的に認められた証だからです。

自 分の得 意な分野の成果 を生かす

剪定や手入れのアドバイスなどを頼ま

なると、責任も生まれるので、いっそ

になると、ますます書や薬草や庭園に

一般に日本人の生涯学習への関心は

れ、やりがいを感じる。頼まれること

う 上達するよう 努 力する方 向に進み

「やったこと」が「やるべきこと」になっ

た実感が得られるからです。

実利的ではありません。たしかに職業

が多くなってますます張り合いを感じ

関心をもち、上手くなりたいと思うよ
うになります。

ます。
具体的にいえば、学習した成果を表

るようになった。指導や助言もするの

生きがい感

開することです。
「そうだ、学校、
――
行こう」
「そうだ、公民館、行こう」
。

開 催し、人 前にさらすことです。
「恥

半 教

と言います。

12

しかし 毎 年、学 習 指 導 員の方 も 集 ま

半 学

で、再び通信教育で学習指導員の資格
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交流会報告

学習指導員交流会が開催されました！

去る平成₂₆年１１月₂₉日（土）
、東京都千代田区にあるプラザエフにて学習指導員
交流会が盛大に開催されました。この交流会は、当日開催された当協会主催の生
涯学習奨励賞表彰式での受賞者の祝賀会を兼ねて開かれたもので、全国から₂₅名
の学習指導員の方が参加されました。交流会には、文部科学省より民間教
育事業振興室長の楠目聖氏、民間教育事業第二係の菊浩明氏、また学
習指導員制度推進委員会委員長の白石克巳佛教大学教授にもご参加
いただき、学習指導員相互の情報交換や地域での活動報告など活発な
交流のひとときを過ごしていただきました。参加された学習指導員を代表
して5名の方に、スピーチをいただきましたので紹介いたします。

すると、ピザだけではでは面白くない

作り、ピザづくりが始まってしばらく

そこで自 分たちで各 施 設に石 釜を

ピザを作ろうという話になりました。

くなるのでは⋮ということで、石釜で

いろいろな楽しみがあります。また、

にしてこそアウトドアであり、そこに

ウトドアが主体ですから、不便を便利

あります。しかし、私たちの活動はア

体験しましたが、やはり必要な機材が

学習を進め、さまざまなパン作りを

野外で手づくり
パン作りを楽しむ！

のでパンも作ろうという話になりまし

今の子 どもたちは便 利 な時 代に生ま

手づくりパン学習指導員

きょうは、なぜ私が手づくりパン学

た。私は、パン作りは専用の器材が必

れ育っているので、多少不便でもいい

名古美千夫さん （神奈川県）

習 指 導 員という 資 格を手にするよう

要で、技能も熟練しないとできないと

のではないかという意見もでましたの

本日は栄えある

になったのかをお話しします。

思っていたのですが、一人の会員が「ピ

で、まずは私が石釜でパンを作ってみ

賞をいただいた皆さ

私は５ 年ほど前に横 浜 市の野 外 活

ザと変らないよ」と言いはじめ、では

ました。

ん、おめでとうござ

動 指 導 員 という 資 格 をいただきまし

やってみましょうということになった

います。

た。現在は青少年育成のための野外活

のです。

くなって、このままでは活動の場がな

が少なく、また、横浜市の財政も厳し

の 影 響で 野 外 活 動 に 参 加 す る 子 ど も

て働いていますが、最近は少子化など

ました。

あることを知り、早速受講を申し込み

に手づくりパン講座という通信教育が

私は半信半疑でしたが、そんなとき

石 釜でのパン作 り がスタート す る

動センターで、サポートスタッフとし

土曜日の、
多様な教育活動に
ぜひ参加を！
文部科学省 生涯学習政策局
民間教育事業振興室長

楠目

生涯学習推進課

聖氏

第26回「生涯学習奨励賞表彰式」の開催にあたり、一言
お祝いの言葉を述べさせていただきます。
本日、成績優秀者として表彰を受けられる皆様、誠にお
めでとうございます。
皆様は、公益社団法人日本通信教育振興協会認定の生
涯学習奨励講座において、特に優秀な成績を修められま
した。皆様が日々、新しい知識、新しい技能の習得に向け、
真摯に学習を継続してこられたことが、今回の受賞に結実
したものと思います。本日の栄誉を心からお喜び申し上げ
ますとともに、これまでのご努力に深く敬意を表します。
今後も、皆様それぞれのペースで学び続けていただくと
ともに、
生涯学習活動の輪を更に広げていただくことを願っ
ております。
現在、文部科学省においては、子供たちの土曜日をより
豊かで有意義なものとするために、学校・家庭・地域の三
者が連携し、役割分担しながら、多様な教育活動に取り組
む「土曜日の教育活動推進プラン」を、今年度から新たに
実施しております。
全国的には、今年度、約四割の学校や学校区で土曜日
の学習活動が実施される予定であり、地域の皆様に参画
いただいた出前授業など、多様なプログラムが実施されて
いるところです。
今回の受賞を一つの契機として、皆様方におかれまして
も、身に付けられた貴重な学習の成果を、学校や地域など、
さまざまな生涯学習の場において、ご活用いただくことを
心から期待しております。
また、学習指導員の皆様におかれましては、日頃より生
涯学習の支援者として、自らのご経験や知識を積極的に社
会に還元いただき、それぞれのお立場で生涯学習活動を
推進していただいていることに、深く敬意を表します。今
後とも、生涯学習社会の実現に向けて、より一層のご活躍
をいただくことを期待しております。
結びに、本日の表彰式の開催にご尽力いただきました公
益社団法人日本通信教育振興協会の益々のご発展と、ご
出席の皆様方のご健勝、ご活躍を祈念いたしまして、私か
らの御挨拶とさせていただきます。
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に通い続けながら勉強し、休日には実

れと同時に、私が感じましたのは、
「紅

という方がたくさんいらっしゃるとい

ブレンドを、飲んでみなさいと手渡さ

講習を、
６カ月で修了し、無事紅茶コー

うことです。

と、幼稚園や保育園の子どもたちもた
紅 茶 もお茶 も 出 来 上がったものを

ディネーターの資格を取得しました。

今勤めている会社は、コーヒーが専

茶が好き」とか「紅茶に興味がある」

すが、やがてそれがお母さん方に評判
買って飲むものと思っていたので、こ

程なくして職場を離れ、縁あって紅

門です。自家焙煎もしていますし、
コー

習を繰り返しました。通常、９カ月の

を呼び、お母さんやお父さん、ご家族
れを機に自分で淹れるようになりまし

茶とコーヒーの専門店に今は身を置い

ヒー 豆 も１２０ 種 類 ほ ど 置いていま

れたのがきっかけでした。

いっしょに楽しんでいただくようにな
た。しかし、あくまでも趣味として楽
ています。

くさん来てパン作りを体験して帰りま

りました。
しんでいたので、趣味を仕事にはした

そして数年前のある日、体調を崩し

からお声をかけいただきました。紅茶

の会という地域で活動されている方々

く、食品を健康の視点から考える主婦

そこに 勤 めるよ う になって間 も な

お客様のほとんどはコーヒーを目的

る気を出しいろいろ勉強しています。

に詳しい人が少ない話を聞き、逆にや

ていますが、残念ながらそういう部門

す。他に紅茶・ハーブ・中国茶も扱っ

くないと思いから、社会人になっても

した。調理のときには、子どもたちに
てしまい、会社に行こうとすると足の

を健康飲料として紹介して欲しい、ま

には来られますが、中には紅茶が好き

でフォカッチャという平たいパンと秋

もそれぞれ仕 事 を与 えて責 任を持た

震えが始まり、動機が激しくなって、

た美味しい飲み方を講義して欲しいと

だけれども淹れ方がわからない、美味

趣味として続けていました。

せ、手伝わせました。

吐き気を催すようになったのです。症

いうお申し出でした。

の美味しいかぼちゃのスープを作りま

当面はお母さんとお子さん、または

状が異常なので病院（精神内科）へ行

しく淹れる方法を教えてくれないかと

お父さんも巻き込んで、家族で楽しむ

こんな 若 輩 者です が、快 諾しまし

くと、
「心因性のうつ病」と診断されま

か聞かれます。そのような時に、自分

パン作りを続け、ゆくゆくはパン教室

た。そしてこれまで学んできたことを

した。

ると感じています。

が学んできたことがとても役立ってい
担当の方々と事前に綿密に打ち合わせ

即、活かそうと、講義の段取りなどを

た病気だったので、ほんとうに愕然と

し、初めての講習に臨みました。

自 分 が 絶 対 にな らないと思ってい

されると思いますが、ぜひいろんな方

しましたが、そ ういう 状 態でも 毎 日

紅茶を飲んでリラックスし、心が休

です。

紅茶を飲んでいるときだと気づいたの

分が一番リラックスするのは、食後に

だけで予定していた時間が終わってし

問が飛びだします。それに答えている

主婦のパワーはものすごく、次々と質

配り、紅茶の効能の話を始めますと、

あらかじめ準備しておいたテキストを

平成 年度の交

掲の活躍記に報告を掲載しています。

の活動報告をいただきました。本誌前

デニング学習指導員の清水純明様から

導員の岩瀬秀敏様、遠藤重善様、ガー

講義は大体２時間の予定でしたが、 （編集部注）このほか、庭園技能学習指

まる。癒しをそこに求めているのは私

紅茶は飲んでいたのです。そして、自

を巻き込んで活動をしてください。

紅茶好きって
たくさんいます！
紅茶学習指導員

大島智彦さん （神奈川県）

流会は、 月下

りから信 頼されるよう な紅 茶の資 格

このことに気がついてからは、まわ

予定が５時半になりました。

し、１時に始まった講義は、３時終了

余裕があるということでしたので延長

その日は会場の使用可能時間にまだ

につきましては

おります。詳細

加をお待ちして

す。多数のご参

旬開催の予定で

まいました。

を取ろう考えました。今まで趣味で続

初めての講 習が 倍以上の時 間 とな

後日ご案内いた

だけではなく、もっとたくさんいらっ

導員として活動しておりますが、紅茶

けてきただけでしたが、形としてその

り、ものすごいハードな講習会になり

します。

本日受賞されまし

に興味をもったのは高校生の頃で、母

資 格が欲しくなったのです。それで、

ましたが、すごくいい経験でした。そ

私は紅茶の学習指

しゃるのではないかと思ったのです。

親が知人からいただいてきた「フォー

まだ心身が苦しい状態でしたが、会社

とうございます。

トナム・アンド・メイソン」のロイヤル

11

皆さんもこれからさまざまな活動を

も開きたいと思っています。

先日は総勢 〜 名集まって、そこ
50

た方々、誠におめで
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2015年1月31日
学習指導員名簿 2014年2月1日～
資格取得者

名簿公開を希望しない方は除く

庭園技能学習指導員

村吉

政司

………沖縄県うるま市

う い
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※下記の個人情報は、各人の諸活動に資するためのものであり、
（公社）
日本通
信教育振興協会ではその趣旨に基づき掲載しています。下記の情報を活用
される場合は、
その意図を理解され、
十分なご配慮をお願いいたします。

伊東

彩 ………………東京都大田区

川﨑

絵里

佐藤

美由紀

佐喜眞

孝子 ………沖縄県中頭郡

齊藤

成元

…………青森県青森市

赤松

儀郎

…………宮城県亘理郡

大山

恒夫

………福島県いわき市

松川

美香

…………北海道帯広市

髙野

ユミ

…………東京都町田市

斎藤

綵珠

…………埼玉県飯能市

石井

伸一

…………茨城県日立市

日馬

京子

…………茨城県古河市

岡本

美子

………神奈川県横浜市

石山

美里

…………千葉県野田市

松尾

泰弘

…………茨城県水戸市

佐本

由紀子

…栃木県宇都宮市

北村

安代 ……神奈川県相模原市

榎並

麻由美…………千葉県柏市

輝久 ………栃木県日光市

今井

千穂

…………埼玉県本庄市

栗原

佳代子

…神奈川県綾瀬市

河本

貴雄

…………東京都杉並区

村上

剛 ………………埼玉県川口市

城定

由紀子…神奈川県相模原市

渡邉

曙美

…………岐阜県土岐市

……神奈川県横浜市

寺田

直樹

…………静岡県袋井市

美惠子……神奈川県平塚市

田尻

健二

………愛知県名古屋市

聡美 ………………福井県坂井市

…………愛知県豊明市

小笠原

ガーデニング学習指導員

………東京都東大和市

加藤

正夫

坪子

清四郎

…栃木県宇都宮市

田上

聖子

…………千葉県市原市

高橋  まなみ

手塚

賢 ………………栃木県小山市

福岡

静香

…………千葉県船橋市

二宮

直幸 ………………群馬県安中市

辻

…………栃木県塩谷郡

内山

市繪

…………東京都日野市

池邊

哲夫

…………埼玉県狭山市

二宮

千夏

…………東京都小平市

今井

岩木

明 ………………埼玉県吉川市

荻野

裕子 ………神奈川県藤沢市

渋澤

薫 ………………埼玉県行田市

武田

佐藤

功 ………………千葉県成田市

五十嵐

泉水

悦郎

…………千葉県市原市

寺田

輝明

松沢

紅茶学習指導員

…東京都国分寺市

藤森

雅之

悦子

…………山梨県北杜市

水内

喜久雄 ……愛知県名古屋市

由井

典子

………長野県南佐久郡

松見

健市

…………福岡県柳川市

ノリ子 ………新潟県新潟市

大岡

ちづる ………静岡県浜松市

本村

紀子

………長崎県西彼杵郡

みどり …福井県あわら市

小川

田美子 ………静岡県伊豆市

猪ノ口

市川

聡 ………………山梨県甲斐市

徳増

美恵子

松本

……………千葉県柏市

河合

保子

………愛知県名古屋市

柴田

香苗

………愛知県名古屋市

和治

………東京都東村山市

河合

隆一

………愛知県名古屋市

松本

久子

…………京都府京都市

持丸

國宣

…東京都八丈島八丈町

黒川

幸雄

…………愛知県刈谷市

石川

章子

…………大阪府泉南郡

榎本

道治

………神奈川県横浜市

宝本

さおり ………大阪府箕面市

友本

ひとみ ………大阪府貝塚市

清水

高義

………神奈川県横浜市

福田

都季子

……大阪府枚方市

中村

緑子

…………大阪府箕面市

城石

富志之………富山県高岡市

…………兵庫県加古川市

堀川

俊文

………大阪府富田林市
…………大阪府大阪市

柳

林

典男 ………………長野県伊那市

岸

美紀

瀬尾

……静岡県浜松市

智子

…………香川県高松市

山田

真世

久美子

………福岡県大牟田市

竹内

美佐子………鳥取県米子市

順子 ………大分県大分市
嘉純 ……大分県豊後大野市

アロマテラピー学習指導員

十九浦

永美子 …静岡県熱海市

ＤＩＹ学習指導員

吉田

浩 ………………長野県佐久市

古幡

深志

………長野県安曇野市

境

黒崎

一清

…………岐阜県可児市

飽本

晴美

…………熊本県熊本市

佐藤

悦子

…………広島県広島市

近江

千恵

………東京都西東京市

西尾

孝司

………岐阜県各務原市

安達

將光

…………熊本県熊本市

原田

洋子

…………山口県柳井市

水梨

繭子

…………新潟県妙高市

三浦

實 ………………静岡県菊川市

原尻

理恵子 …大分県豊後大野市

若月

靖子

…………山口県長門市

岩堀

文紀

………愛知県みよし市

小次

功晃

…………大阪府貝塚市

牟礼

春美

………香川県さぬき市

竹田

博文

…………広島県三次市

野田

克哉

…………大阪府大東市

瑞江 ………………愛媛県東温市

草下

慶也

…………徳島県板野郡

新名

日名子……大分県津久見市

ハーブ学習指導員

新

灘

和廣 ………………兵庫県神戸市

山木

千佳

…………北海道天塩郡

栗原

明美

………福岡県大野城市

北

昌業 ………………奈良県生駒市

山本

万希子………北海道室蘭市

坂田

益子

………福岡県北九州市

三東

茂 ………………島根県邑智郡

桑田

泰三

……青森県五所川原市

佐々木

野村

聖記

…………山口県下関市

高橋

和江

…………岩手県奥州市

髙尾

正寛

…………香川県高松市

松ヶ根

澄江 ………宮城県大崎市

世利

信行

…………福岡県糟屋郡

早川

育子

原尻

理恵子

…大分県豊後大野市

中村

宣子

中島

浩二

…………宮崎県都城市

新島

玲子

…福岡県大野城市

下田

奈美江

…福岡県北九州市

富永

政治

…………秋田県秋田市

川南

まつみ ………長崎県西海市

…………栃木県鹿沼市

武田

健 ………………熊本県熊本市

ちさと ………群馬県館林市

原尻

理恵子 …大分県豊後大野市

手づくりパン学習指導員

菊づくり学習指導員

秋葉

剛一

…………千葉県山武市

………福岡県北九州市

野菜学習指導員

綴木

茂治

………和歌山県橋本市

学習指導員の方々へのお問い合わせは通教振事務局
（TEL：03-5213-5534／FAX：03-5213-5596）
へお尋ねください。

ホームページ http://www.jais.or.jp/
発行／公益社団法人 日本通信教育振興協会

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-7-10 山京ビル本館303
●お問い合せ tel.03-5213-5534 fax.03-5213-5596
●ホームページ http://www.jais.or.jp/ ●メールアドレス info@jais.or.jp
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