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創立３０周年のスタートにあたって
学

長

望月公子

新しく学長に就任いたしました望月です。どうぞ宜しくお願いいたします。
前学長《稲川君江先生》の抜群の決断力と推進力に裏打ちされた学校経営の大
きな成果の後を引き継ぐのは、大変なことではありますが、役員・講師・学生
皆様方の協力を得ながら、900 余名に及ぶ荒川シ
ルバー大学のお役に立たせていただきたいと考え
ております。
去る４月１５日、荒川区長

西川太一郎様をは

じめ多くのご来賓をお招きして、創立３０周年の
開講・入学式が終了いたしました。約 500 名の学
生が出席して式を盛り上げてくださいました。ありがとうございました。
荒川シルバー大学は、区民の有志によって創られた民意の大学です。人生の
一線を精一杯生き抜いてきた人たちが、今度は自分のために学べる場所を求め
て創り上げた学びの場所です。この精神は、今もって変わることなく脈々とし
て生きています。また講師の先生方も、学校設立時の熱い思いに共感して、積
極的に教鞭をとってくださっています。
また、理事事務会計など１９名、地区長７名、班長４７名、教室代表３６名
が役員としてボランティアで学校を支えてくださっています。
シルバー大学は、学生の熱意で成り立ってきた都内最大規模の高齢者学校で
す！ 数名の有志から始まり、進化し続けた正に荒川区民ならではのパワーあ
ふれた 30 年でした。実に素晴らしい歴史ではありませんか！！
では、学生の熱意って一体何でしょうか？ それは「また次の講座に出て勉
強しよう！！｣「気持ちの良い教室仲間と一緒に学びたい！！」と願う皆さんの
意欲なのです。どうか授業を通して、愉しさ・充実感・期待感・仲間をいとお
しむ気持ちなどを、講師の先生と共に学びあってください。
最後になりましたが、荒川シルバー大学の成長を見守ってくださっている荒
川区の多くの方々に感謝すると共に、今年度もよろしくお願い申し上げます。
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荒川区長

西川太一郎様

(特別区長会会長）のお言葉

きょうは全員で 904 人、120 名を超える新入生がおいでになる、素晴らしい
開講・入学式ですね。最年長は 97 歳、すでに 29 年間在籍していらっしゃると
いう 30 年を迎える歴史を持つ、素晴らしいことです。孔子様が私塾を開いて
『学而編：子曰く（しいわく）、学びて時にこれを習う､亦（ま）た説（よろこ）
ばしからずや。朋（とも）あり、遠方より来たる、亦た楽しからずや。』いいで
すねえ。
人間としてどうあるべきか。今の専門教育とは別に、人間の根本を学んで仁
という愛、人間愛とはどういうものなのか、同じように学問を学ぼうとする人
が遠くから来る、交わってさらに向学心を心がけていく。大学でもいろいろな
専門教育機関でも細分化されて、知恵を育んでいるわけです。
それでも人生を長く頑張ってこられて、たくさんの経験を積まれた方々がも
っと勉強したいと思われた時に、シルバー大学で学べるのではないかと。
十分経験を積み、つらいことも喜びも子育ての苦労もして成果をあげてここ
にいらっしゃる皆さんが、専門的知識を有する講師の先生から楽しく有益な学
びを得られる、素晴らしいことだと思います。
岡田芳子理事長は何箇所でも校長を勤め、ついこの間まで教育委員を勤めて
いただきました。また稲川学長は、女性校長として秋山・原田先生の志しをし
っかり受け継いでいただき、しっかりやっていただきました。さて、今度の望
月学長は「わたしはそんなガラじゃないわよ」とおっしゃっていましたが、さ
すがは元校長先生です。
東京都 23 区それぞれで、シルバー大学のようなものを持って頑張っていま
す。895 万人住んでいます。6 万人の公務員が区民を守っております。みなさ
んには豊富な経験があります。それがシルバー大学の強みだと思います。
私は本日で、23 区の区長会会長の任務を終了します。が、明日またあと二年
間引き続き任命を受けることになりました。（拍手）また、23 区を防災に強い
安心な町にしていきます。災害の時など、傷ついた方々や病気になられた方を
病院に運ぶとか、警察官が緊急に指導する場所に赴く時に、車がない場合個人
タクシーを使っていただくなど、このあと個人タクシー業界 3 社の方々と協約
を結びます。また荒川は 8 キロ隅田川に接しており、その水を災害時の消火に
役立てること、また川から遠い日暮里地区のためには深井戸を掘っています。
教育面では、図書館の充実、それからすべての教室に電子黒板を置いている
のは荒川区が初めてです。荒川区の児童・生徒たち全員にタブレットパソコン
を持たせ、世界に通用する子供に育てる目標のもと取り組んでいます。いつも
通り長いあいさつとなりました。

（要旨にて）
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25 年度に向けて・・・（開講・入学式における）各教室講師のお言葉
《月・水墨画教室：結城天鼓、照鼓先生》今年で１５年目を迎えます。水墨画は余白
を大切にします。若さと美貌は戻りません。でも人間の内容を深めることは出来ます。
教えることは習うことの半分だと聞いております。共に勉強していきたいと思ってい
ます。
《月・水彩画：遠藤光胡先生》新しくお入りになった生徒さんはまず３年がんばって
ください。石の上にも 3 年と申します。３年過ぎると一生続きます。健康で今後とも
宜しくお願い致します。
《月・フラ・ダンス教室：佐々木時子先生》ハワイの癒しの音楽に合わせて手や足を
動かし、ますます皆様がリフレッシュできるようなお手伝いができればと思っており
ます。
《月・硬筆教室：野口和歌子先生》私、講師今年初めてなので新入生のような気持ち
でおります。日本の文字は素晴らしいですね。音そのものが字になっていく（漢字か
らできるんですけれども）、そういう文字の素晴らしさと名作をひとつひとつ心をこめ
て書いていきたいと思います。私も皆様から沢山のことを学びたいと思っております。
《月火・パソコン教室：若松伸佳先生・望月利一先生》月曜日が初級・火曜日が中級・
上級クラスとなっております。楽しく、パソコンを使って遊んで行きたいと思います。
《火・陶芸：野口彦行先生》本年度真土から生涯学習センターに移動するということ
で、７月から教室が始まります。５・６月分を８月にうめ合わせすることになります。
新入生の皆さん、よろしくお願い致します。
《火・自分史教室：原田治子先生》自分史（人生のひとこま）を書いてくる人、語る
人、一生懸命聞く人、みんなとても楽しく過ごしております。
《火・日本の話芸教室・塚田介義先生》キーワードは「昭和は遠くなりにけり、され
どよみがえれ昭和」ということで昭和の大衆芸能、落語・講談・浪花節を通じて日本
人の心を学びます。
《火・歌声クラブ教室：本田晴子先生・助)高橋建司先生》二年目に入ります。
童謡・唱歌・なつかしの歌謡曲を歌ってまいります。
《火・書道（火曜）教室：大友悦子先生》今年一年生の講師です。日本の文化が大好
きで、皆様と共に出会いを大切にやっていきたいと思います。
《水・料理教室：立川禮子先生・助》中村美江先生》旬の食材を使って、簡単に美味
しい料理を作ります。
《水・自然と小さな旅教室：稲川君江先生・助)大山幸子先生》今年１１年目を迎えま
す。月にいっぺん自然の豊かな所へ旅にでかけます。私は旅の最後に皆さんから大き
なごほうびをいただいております。それは「さようなら、ありがとうございました」
という時に素晴らしい笑顔をプレゼントしていただいています。それが励みで一生懸
命楽しい旅を企画しております。今年も安全で楽しい旅をしていきたいと思います。
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《水・頭の体操教室：水越絹代先生》今年も１０歳若返ることを目指し
て、簡単な読み・書き・計算をして楽しく過ごしていきたいと思います。
《水・絵本と伝承遊び教室：石﨑恵子先生》文学としての絵本、日本の
文化としての折紙、お手玉などを中心に楽しんでおります。
《水・社会科見学教室：高橋建司先生》3 年有期間教室であり、ちょうど３年間終わ
りまして一期の方が卒業していきました。25 名の卒業生がありましたが、今年は 26
名はいってまいりました。まだまだ行きたいところがいっぱいあります。
《助・堀内邦
雄先生》今年は見る・習う・遊ぶをモットーにやってまいります。
《木・華道教室：内藤眞澄先生》人生で大先輩の方が多い教室です。今年はそのよう
な品格のある花を活けていきたいと思います。
《木・絵手紙Ａ教室：岡田芳子先生》絵手紙は下手でよい、下手が楽しい、優しい気
持ちで個性輝く作品作りを致しましょう。
《木・絵手紙Ｂ教室：塚田介義先生》直美先生の思いを引き継いでいきたいと思いま
す。楽しい教室に致したいと思います。
《木・健康体操教室：望月公子先生》何はともあれ、楽しくバタバタとやっていきた
いと考えております。
《木・朗読教室：池田洋子先生》様々な作品にふれながら、聞いてくださる皆さんに
言葉を声にして届ける、そんな喜びを味わっていただける教室にしたいと思っており
ます。
《木・輪踊り民舞教室：新英美紗信先生》5 月に皆さんにお会いできるのを楽しみに
致しております。
《木・俳句教室：田中京先生》私もはじめてですので、新入生の気分でおります。季
節を感じる一瞬を自分の気持ちを言葉で季語に託して立ち上げ、五・七・五の形に表
現することを一年間楽しくやっていきたいと思います。
《木金・おしゃれニットクラブ教室：桜井企佐子先生》オシャレにニットを作り、オ
シャレに着ていただき、オシャレな

レディ・ババ をつくろうと思っております。

《金・英語教室：木村國子先生》教室のモットーは“楽しく英語を学ぼう”です。
「頭の良い人がはいるところ」などの噂があるようですが、決してそのようなことは
ございません。英語の歌を歌ったり、本を読んだり、短い会話を習ったりして、条件
の許す人は、習った英語を使って、年に何回か海外に行っております。嬉しいのは今
年 87 歳の方が入ってくださることです。
《金・今と昔の待ち歩き教室・望月公子先生、助)目黒和子・斉藤弘子先生》
できるだけあちらこちらを安いお金で歩きたいと思いますが、結構かかってしまい申
し訳なく思います。
《金・書道（金曜）教室・八嶋セツ子先生》書は書くだけではなく、良い書を沢山見
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て目を肥やすことが書くよりも大切かもしれません。目を肥やしながら一生懸命書い
て楽しい教室にしたいと思います。
《金・パステル・絵の具画教室：藤島久子先生》昨年まで絵画と創作の名称でしたが
が、ちょっとわかりにくいので、変えました。パステルはクレヨンかクレパスのこと
で気軽に使えます。お一人お一人の個性を大切にして楽しい教室にしていきたいと思
います。（以上）
※尚、気功・茶道・音楽教室講師のお言葉は次月掲載となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保育園児と共に・・・・・「絵本と伝承遊び教室」より
2 月 25 日（月）、近くの三河島保育園の年長組 21 名が、お二人の保育士と
共に「絵本と伝承遊び」の教室に遊びに来てくれました。
園児達は、石崎講師のお話に興味深く目を見開いて聞いてくれました。私達
は絵本を二回読み、そのあとは、輪になってわらべうたを歌い、お手玉で遊び
ながらとても楽しいふれあいの時間を過ごしました。子どもたちは素直で、始
終にこやかに接してくれて可愛かったです。
圧巻は園児たちの「よさこいソーラン」踊りでした。この世に生を受け、た
った 5～6 年しか経っていないのに、園児たちはその幼い全身を使い、手を伸
ばし、足を振り上げ、腕を突き上げ「よさこいソーラン」を踊りました。あま
りの健気さに涙が止まりませんでした。
お別れの際には、お土産にと私たちが折り紙で作ったチューリップ、水鳥、
コマ、蝶々などをプレゼントしたのですが、かえって園児から私たちが元気の
パワーをプレゼントされた思いでした。
これからは健やかに成長してほしいと願いながら、みんなで拍手で見送り、
感動のひとときを味わいました。

四方田

節子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
椿と知子さん
知子さんは私の兄の奥さん、義姉です。ひと回り違いの同じ午年生まれ。す
ごい読書家で、感動したから、面白かったから、
「あんな風に生きられたらいい
よね。」等といってはいろいろな本を紹介してくれた。花や絵を一緒に見に行っ
ては豊富な知識を分けてくれた。５年程前乳がんの手術をして、その後高尾か
ら都内の病院に検査に通った。月に一度二ヵ月一度、そして三ヵ月に一度と検
査の間隔が広がり回復していった。私はその都度、病院で待ち合わせては一緒
に食事をし、しばらくおしゃべりをして渋谷駅まで送った。
或る日テレビに椿山荘の椿の映像が流れ、どうしても見たいから付き合って
欲しいと連絡があった。次の検査の日、病院からタクシーに乗り椿山荘に向か
った。寒い日だったが陽だまりに春を感じた。沢山の椿を見ながら庭園内をゆ
-5-

っくりと歩いた。なかでも深紅の侘介（わびすけ）を殊のほか気に入りとても
喜んだ。その日のランチは勿論椿山荘で頂いた。
あれから２年が過ぎ、久しぶりに電話をかけた。
「私、おかしくなっちゃった
の。忘れっぽくなって言葉がすっとでないの。」私は一瞬言葉につまった。時の
流れはいつも同じではないのだ。過ぎし義姉の歳月を惜しみ、胸がいっぱいに
なった。前のように一緒に出かけたり、いろいろ教えてもらうのは無理なのだ
ろうか。哀しい！

広報部
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創立３０周年記念コンサート

5 人全員音大卒の美声・美男 G

会場 ： サンパール荒川三階（小ホール） 時間 ： 午後 2 時より

◆◆◆◆◆

学

園

井口和子

日

誌（4 月）

2 日 役員会(学校案内他配付)
8 日 入学式打ち合わせ(ｻﾝﾊﾟｰﾙ)
9 日 書道・ニット クラス編成
12 日 24 年度規約・名簿印刷完成

15 日

（無料）

◆◆◆◆◆

平成 25 年度開講･入学式
在籍総数 904、 内新入生 124

25 日 広報委員会
28 日 予算委員会
30 日 シルバーだより 275 号作成

※事務局だより※

１．講義及び講座開始の件：日時・会場は学校案内書類・日程表または学校の
掲示板をよく見て確認して下さい。又教室使用後の掃除、戸締りを確実に行
い、教室で出たゴミは責任を持って各自お持ち帰りください。
２．教室使用手続き時間の件：生涯学習センター窓口への【使用承認書】提出
時間は、午前教室は 9 時３０分より、午後教室は１２時２０分より。時間
厳守でお願い致します。又終了後の鍵他の返納は速やかにお願いします
※荒川シルバー大学【事務所】営業時間のご案内
（月～金曜日）午前 9 時 30 分～午後 4 時 土日祝祭日は休みです
事務所 TEL3801-5740 FAX3801-5691
http://www.arakawa-silver.com /
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室長・田原

