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　毎年恒例のＮＰＯまつりを９月４日に開催しました。

今年は、台風に備えて、屋内をメイン会場に行いましたが、

まつり当日は、雨に降られることもなく、市民活動団体７

３団体、来場者は約２５００人の参加があり、大盛況のう

ちに幕を閉じました。　

　会場では、ステージイベント、飲食物の販売、フリー

マーケット、紙芝居、射的コーナー、ＰＲブースなど、

各団体ごとに趣向を凝らし、団体のことをより多くの

人に知ってもらうために熱心にＰＲを行いました。
　東日本大震災の支援として函館を拠点に活動してい

る 「被災地の子どもたちへ絵本を送ろう！」函館プロ

ジェクトでは、石巻で被災した缶詰を販売し、石巻を

ロックンロールと言いかえてＰＲソングを歌い、会場

を盛り上げました。販売も好調だったよう！！

　途中、工藤市長が訪れ、市民活動のパワーを感じ

ていただける機会があり、各団体は熱心に活動内容を

説明していました。おまつりの様子は↓こちらのHPで

ご紹介しています。ttp://www.hakomachi.net/npo_fes
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～地域包括ケアのまちに向けて～

　日頃は、まちセンのセンター長の私ですが、
同時に、地域にふれあいや絆をつくりだす活動
をしてる、さわやか福祉財団のインストラクター
でもあります。この度、活動の一環として釜石
市平田第６仮設住宅の支援活動に関わることに
なり、釜石市へ行ってきました。今回は、その
現場報告です。

　９月１１日夜、車で釜石市に入る。釜石は、
人口３万９千人。今回の震災で、１１００人以上
の方が亡くなり、４千３百棟以上の家屋が被災
した。「被災地」に入るのは、初めてだ。緊張感
のなか車を進めるが、市内に入りしばらくは被
害のなかった地域が続く。普通にお店が開き、
車が行き交っている。違和感を感じつつ、さら
に車をすすめた。それが、釜石駅を通り過ぎ甲
子川を渡り大町の商店街方面に入ったとたん、
風景が一変した。街灯もなく信号機も壊れたま
まの暗闇。宿泊先のホテルは、この暗闇の中に
あった。１階は被災を受け工事中。ベニヤ板に
囲まれた通路を進みチェックインを済ませた。
     翌朝、釜石市内を周る。廃墟。堤防を乗り上
げた大型貨物船。地盤沈下による浸水。無数の蜘
蛛の巣。グチャグチャに壊された車が辺りにいく
つも放置され、廃墟の壁にはここで遺体が見つけ
出されたという印が連なる。隣接する大槌町へ。
大槌は、町長を含め役場職員の多くが死亡し、復
興が大幅に遅れている地区。津波と同時に火災も
発生した。壊滅的。優秀な大道具さんが、映画の
撮影のため意図的に創作したとしか思えない。
いや、そう思うしかない景色。全てが完全に壊
されていた。いったいこの場所はどうすればいい

公益財団法人　さわやか福祉財団
北海道ブロック　インストラクター
釜石市平田第６仮設住宅ふれあい支援活動

リーダー　丸藤　競
（函館市地域交流まちづくりセンター長）

特別編 釜石レポート

のか？全く考えられない。

　遠野災害ボランティアセンターを訪ねる。遠
野は、大槌・釜石・陸前高田などからそれぞれ
車で１時間程度にある岩手県内陸部の町。遠野
物語や河童、座敷童で有名な民話の里だ。その
遠野に、国内外から多くの団体や個人が集まり、
復興支援活動を行っている。ＮＰＯ法人遠野まご
ころネットが遠野市福祉センターを活動場所と
して、ボランティア派遣やそのための各種後方
支援を行っているのだ。
　センターに入り感じるのは、集まっている人が
皆、使命感と目的意識を持ち、効果的な活動を
心がけていること。現場力の凄さ。受付に入
るとまず目に付くのは、「～私たちの合言葉～
ボランティアは自己完結」というタイトルの手
書きで書かれた模造紙。そして、「活動や生活に
必要な物資は、自己調達・自己処理。体調管理
もしっかりと！！※生活ルールを守ろうね。ココ
では、団体生活です。周りの方への心配りをお願
いします。」と続く。体育館で雑魚寝し、シャワー
室の利用は女性も１５分まで。そのような中、多
くの若者が活動していた。　
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　釜石駅から車で１０分ほどの所に平田（へいた）

第６仮設住宅がある。そこで、ふれあい・支えあ
いづくりを実践するのが、私の主な活動だ。阪神
淡路大震災の教訓をもとに、ここでは全２４０戸
のうち、ケアゾーンと呼ばれるコミュニティ型の
仮設住宅が６０戸建てられている。屋根付きの
ウッドデッキで各住居をつなぎ、玄関を向い合せ
にし顔が見える仕組みをつくった。併設されてい
るサポートセンターには福祉関係のスタッフが２
４時間常駐し、高齢者の支援活動や１日２回の巡
回をしている。要介護者への配食やデイサービス
も始まり、診療所ができ、スーパーもオープンす
る。一般の仮設住宅と比較すると、かなり恵まれ
たハードが用意されている。ふれあい、支え合い
ができやすい仕掛けができている。しかし、そこ
に相応しいソフトを入れなければ、効果的な運営
は難しくなる。つくりっぱなしでは、ふれあいも
助け合いも、絆も、住民の自主性や生きがいも生
まれない。
    そこで、住民が自ら動き出したくなるように促
すことを常に念頭に置きながら、ふれあいの場を
つくっていくことが、私の主な任務となる。とは
言え、行っていることは実にささやかだ。ウッド
デッキの一角に、『太陽のひろば』と名付けた交
流の場（サロン）を設け、机やイス、お菓子や飲
み物を用意し、あとは集まってくる人たちの話を
聞くこと。まずは、できることからやっていく。
それしかないと思っている。
    １２日、初めて平田の仮設を訪問した時はまっ
たくゼロの状況だったが、近隣の仮設の状況を見
て周り、地元の人から話を聞き、まちの状況を感
じていく中で、１７日には１回目のサロンを開く
ことができた。嬉しいことに、住民の中から、自
分も『太陽のひろば』の運営をしたいと言ってく

れる人も現れた。ウッドデッキスペースに自分た
ちで作ったイスや机を置きたいというアイデアも
出るようになった。そういった一つ一つが、復興
に向けての歩みになっている。

　さわやか福祉財団が目指しているのは、地域包
括ケアのまちづくりだ。
　つまり、最後まで尊厳を持って暮らせるまち。
どんな状態になっても、自宅で自分らしく暮らせ
るまち。そのために、２４時間巡回サービスが行
き届いているまち。自分らしく暮らすためには、
子どもたちも含め地域の色々な人たちとのふれあ
いがあり、その中で生きがいを持って暮らせるま
ちだ。
震災に遭わなかったまちも、不幸にして遭ってし
まったまちも、この地域包括ケアのまちづくりへ
向けた動きが必要だと考えている。
　釜石でも同じ。今後、実現のためしばらくの間
釜石に通う事になるだろう。休日をやりくりして
の活動なので、時間的にも体力的にも大変になる
かもしれない。しかし、後に悔いを残さないため
にも、今、動くことが必要だと考えている。

　私が釜石に行く前日、まちセンのスタッフが心
のこもった壮行会を開いてくれた。その時贈って
もらった旗に「復興の太陽」が描かれていた。そ
の太陽の絵が、平田仮設住宅復興のシンボルマー
クとなり、施設内にはためくことに決まった。私
にできるのは、釜石でのささやかな活動にすぎな
いが、多くの人が自主的に様々な動きをしていく
ことで、東北の地に元気で明るい太陽が輝くこと
を願っている。
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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。著書「箱館はじ
めて物語」（まちセン内 cafe Drip Drop で絶賛好評発売中）

 

箱館奉行所と函館開港 （その５）

その後の五稜郭

  箱館戦争後の五稜郭は、明治政

府兵部省の管理下で、1873（明治

6）年から 1897（明治 30））まで

陸軍省の練兵場として利用されま

す。これに先立つ1871（明治4）年、

開拓使本庁が札幌に移されたため、

その庁舎を建設するための木材を

必要とすることを理由に、奉行所

庁舎や付属建物が解体されました。

しかし、賊軍（榎本軍）の不浄な

材木を使用できないと札幌から断れ、

結局は建材の大部分が函館・蓬莱

遊郭の建築に用いられることにな

ります。

　1913（大正 2）年、函館区に無償

で貸し与えられた五稜郭は、翌1914

「函館観光情報サイト hakobura」より転載

写真：「五月十二日於五稜郭防禦戦之図」
（函館市中央図書館所蔵）

写真：1927（昭和 2）年頃の五稜郭公園
（函館市中央図書館所蔵）

 

　1868（明治元）年 10 月 26 日、

旧幕府の榎本軍に突如占領され、

箱館府知事・清水谷公成は青森に

逃亡、戊辰戦争最後の戦いが五稜

郭で火ぶたを切りました。

　奉行所は本来、箱館湾から見え

ないように五稜郭の土手より低く

建築された、いわゆる「伏せ」の

建物。しかし、箱館湾の各国軍艦

を監視する役割の太鼓櫓のみが土

手より頭を出しています。その結

果、1869（明治 2）年 5 月 12 日、

箱館戦争
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写真：「画巻国史／函館五稜郭奮戦之図（錦絵）」
（函館市中央図書館所蔵）

官軍は箱館湾の軍艦甲鉄から 3・5

キロ先の奉行所の太鼓櫓を標的に

五稜郭を砲撃。榎本軍の兵士 10 数

人が死傷します。

　直ちに榎本軍は、太鼓櫓を不法

滞在で仮牢に収監していた清国人

に切り落とさせましたが、再び官

軍の砲弾で 2 名死亡の悲劇を生じ

ました。

　3 キロ程度しか飛ばないと言わ

れた大砲は、わずか十数年で性能

が飛躍的に向上し、結果的に 4 キ

ロ以上飛んだ計算になります。一

方、榎本軍が五稜郭に持ち込み、

据え付けた大砲による攻撃は、箱

館湾に一発も届かない旧式でした。

外国防備のために設けられた五稜

郭は、外国との戦いでなく、国内

戦でさえまったくの無力だったこ

とを皮肉にも証明した訳です。戦

いは五稜郭が攻撃された前日の 5月

11 日、官軍総攻撃によって榎本軍

は事実上の敗北を迎えました。

（大正 3）年からは公園と

して一般開放されました。

開放されたばかりの公園に、

1878（明治 11）年創刊の

函館新聞を引き継いだ函館

毎日新聞は1913（大正2）年

5月 12 日に 1万号に達した

のを記念し、桜の木 1万本

の植栽を開始（10 年後に完

了）。以来、毎年 4 月下旬

前後に、約 1600 本の染井

吉野が花を咲かせるサクラ

の名所となりました。

　郭内に顕彰碑として飾られる武

田斐三郎は、こうした光景に何を

感じていることでしょう。緑あふ

れる公園で家族が和み、堀では若

人が無邪気にボートを漕ぎ、訪れ

る人の中には当時、敵対した外国

人がまさか一緒とは。平和ってい

いものだと感慨にふけっているの

ではないでしょうか。

あとがき

箱館奉行所は、復元によって明ら
かとなった建物の構造や技法を単
に学べるだけではありません。大
正から昭和初期の函館の「ハイカ
ラ」時代につながる原点というべ
き歴史的経緯に触れることにより、
今一度函館の「今日」「明日」を
考える拠点となることでしょう。



〔5〕

シーニックバイウェイ北海道

  函館・大沼・噴火湾ルート

まず初めに訪れたのは、三内丸山遺跡。
三内丸山応援隊の三浦事務局長さんに、
現在は約95名のボランティアガイドが登
録されており、入館者の約2,3割がこのボ
ランティアガイドによる案内を受けてい
るなど、参考になるお話しを1時間程度お
聞きしました。

遺跡内に入るとまず目に付くのが、この
「大型掘立柱建物」です。柱穴は、なん
と直径約2メートル、深さ約2メートルに
もなります。

次に訪れたのは、青森県立美術館。ゴッ
ホやルノワール、モネ、マネなどの印象
派展が行われていました。

美術館の後、遅い昼食を取るために訪れ
たのが、道の駅「ゆ～さ浅虫」。ここで
は、B1グランプリで上位入賞した「青森
県産八甲田牛バラ焼き定食」を頂きまし
た。

最後に訪れたのは、青森県営浅虫水族館
。時間が無くて館内の見学はできず…。
残念。

次の日、まず訪れたのは、ねぶたの家「
ワ・ラッセ」。大型ねぶたを中心に5台展
示しているねぶたホールを始め、青森ね
ぶたの全てが分かる青森市文化観光交流
施設です。　

ねぶたの家「ワ・ラッセ」を見学した後
、駐車場まで歩いている際に撮影した「
青森ベイブリッジ」。　

その後、縄文時遊館の中にあるレストラ
ンで、生産量全国1位の青森県産長芋をた
っぷり添えた「縄文美人蕎麦」と「縄文
古代飯おにぎり」をおいしく頂きました
。

ご飯の後は、ボランティアガイドの方に
遺跡内を案内して頂きました。元々バス
ガイドの方ではないかと思えるような言
葉遣いに、きっちり笑いも盛り込むなど
、巧みな話術にただ驚くばかりでした！

　函館・大沼・噴火湾ルートでは、旧南茅部町の著保内野遺跡や大船遺跡、森町の鷲ノ木遺跡に代表されるように、国
道沿線には縄文遺跡群が散在しており、当代表者会議は沿線地域を「縄文ロマンエリア」として位置づけています。こ
の著保内野遺跡で出土した北海道で唯一の国宝「中空土偶」は、10月1日にオープンした函館市縄文文化交流センター
で常設展示されています。また、北東北に目を向けると、三内丸山遺跡や亀ヶ岡石器時代遺跡などの縄文遺跡が数多く
存在します。
　これらのことから、当代表者会議では、縄文をキーワードに、地域のその他観光資源や食・文化、地域との触れ合い
を取り入れたモニターツアーを11月に予定しています。そのモニターツアー実施に当たり、9月24日から25日にかけ
て、青森市の三内丸山遺跡など現地視察に行ってきましたので、その報告を簡単にさせて頂きます。
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はこだてのＮＰＯ

代 表 者 ： 菅原 真子 

事 務 局 : 〒041-0853 函館市中道 1-15-10 TEL 0138-55-2082

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。

活動の目的：
　障がい者の自立を支援することを目的
とし、次の事業を行います。

(１) 障がい者の継続的な雇用機会を創出す
     る事業
（２）障がい者の社会活動への参加を図る事業
（３）前各号に掲げる事業に附帯又は関連す
     る事業

活動の内容：
（１）函館市亀田青少年会館で、指定管理者
     である市子連から、受付補助及び清掃
     事業の委託を受け、障がい者 2名を雇
     用している。（委託期間　平成21年4月～24年3月）

（２）公的な施設での障がい者の雇用機会の
     拡大を計画している。
（３）地域と障がい者がともに集える場所で
     の障がい者の社会参加を図る事業の展
     開を計画している。

会員数：　20 人

加入条件：なし

道南いのちと心を考える市民ネット・あかり
事 務 局 ： 竹花 郁子

連 絡 先 : 函館市船見町 22-15　TEL 0138-23-2504         　　　　　　

活動の目的：
　・自殺対策についての情報交換

　・研修会の開催

　・自死遺族の会設立支援

活動の内容：
2011年
　　2月 19日　設立記念講演会「きづき、
　　　　　　　つながるために」
　　7月 15日　懇談会（情報交換）
　　8月 23日　会議（研修会うちあわせ）
　　9月～11月　研修会準備、情報交換
　　11月19日　自死遺族の会設立について
               の研修会
会員数：　25人

加入条件：相談業務等に係わっている方など

　

一般社団法人 障がい者自立地域支援センター

なかよしパル

亀田青少年会館にて

 

道南いのちと心を考える市民ネット・あかり研修会
　　函館市精神保健講演会

「自死遺族の語りから学ぶ～共に生きる社会に向けて～」
     日 時   2011 年 11 月 19 日（土）13：30 ～ 15：30
     会 場　函館市総合保健センター
     参加費　無料

（今年２月に設立した自殺対策市民ネットワークの名称です。）

　全国の自殺者は平成10年から３万人を越え続け、 交通
事故死の５～７倍です。函館市においても年間約９０名の
方が自ら「いのち」を絶ち、親族や友人は、偏見差別や周
囲の誤解などで誰にも話せず、悩み続けています。
　自死遺族である山口和浩さんの体験から、自殺を社会全
体の問題としてとらえること、「安心して語れる」場づく
りの大切さを、多くの方に考えていただく機会になること
を願い、自死遺族の会設立にむけての研修とします。
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代 表 者 ： 川村 佳子

連 絡 先 ： TEL 0138-41-8249 

ピンクリボンin函館Team PINK!
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hakodate+（ハコダテプラス）
代 表 者 ： 池井 一秀

連 絡 先 ： 〒040-0056　函館市弥生町 23-1　みかづき工房 2 階

　　　　　 TEL 0138－87－0787

活動の目的：
・学術、芸術、文化の振興を

  図る活動

・まちづくりの推進を図る活動

主な活動の内容：
・ギャラリーにおいて月一度の

  美術、工芸作家の作品展示

・古い建物（空き家等）の修繕

  等により、民家・店舗へ活用

  を行う活動

会員数：　16 人

加入条件：　なし

http://kazzjazz.blog120.fc2.com

活動の目的：
 世界中のピンクリボン運動と同じ趣旨を持つ「乳がん啓発運動」を
目的とする。

活動の内容、活動状況：
  個人・団体・企業などに向けたピンクリボン活動を企画・運営し、
普及啓発活動を行う。

・乳がんに関する講演会・パネル展
・美と癒しのイベント
・オリジナルグッズ販売・企画

平成 23 年　HIF ウィンターカーニバル「ピンクリボンイベント」
　　　　　 母の日～乳がんについて知ろうイベント～
           市立保健所健康まつり
           国立病院健康まつり

会員数：　60 名

加入条件：個人サポーター　年会費 3,000 円 (ピンバッチ込み）
　        法人サポーター　年会費 10,000 円（ピンバッチ込み）

ブログ

http://hakodateplus.web.fc2.com
ホームページ

ホームページ http://www.t-pink.com  ブログhttp://blog.livedoor.jp/teampink
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センター長のつぶやき 丸藤 競

　８月２６日、ＮＰＯ法人せんだい・みやぎＮＰＯセ
ンター代表理事の加藤哲夫さんが亡くなられました。
６１歳。まだまだ活躍しなくてはならない年齢でした。
　加藤さんは、日本のＮＰＯ・ＮＧＯ活動をリードし、
支えてきた偉大な方です。まちセンのようなＮＰＯを
支援する活動をいち早く設立・実践してきました。「Ｎ
ＰＯは弱い立場の人に手を差し伸べなければならない」
という理念のもと、自らも人としてどう生きどう死ぬ
べきかを常に問い続けました。『本当』はどこにあるの
かを観る姿勢を教わったと話す方も多くいます。
　数年前仙台市で行われた『支援力！パワーアップ研
修』の時にお会いしたのが、初めで最後でした。三日
間の研修の席でも夜の飲み会でも、ＮＰＯ運営につい
て熱く語る姿を今でもはっきり覚えています。一言一
言が、私の心に深く入って来ました。今年まちセンで、
同じテーマの研修が行われました。実は当初、加藤さ
んも講師として来られる予定でした。加藤さんに、ま
ちセンを観ていただき直接ご指導いただけなかったこ
とが残念でなりません。加藤さんが入院したのは、震

災当日の３月１１日。支援活動に生涯を捧げた加藤さ
んにとって、これも運命なのでしょうか。自らの死を
悟った加藤さんは、お見舞いに来られた方に「あとを
託す」と語られていたそうです。
　その加藤さんが『ＮＰＯマネジメント』に最後に書
いた言葉をご紹介します。原発問題を深く憂慮したう
えでの言葉です。
「なすべき仕事はしてきたと思う。しかし、自責の念が
私を襲う。私こそが有責である。私はイノセントでは
ありえない。」としたうえで、「『私が先んじて罪を負う』
という『私』の名乗りだけが、世界を人間の住むこと
のできる場所に造り上げることができる。そして、世
界を人間の住むことのできる場所に造り上げるのは、
神の仕事ではなくて、人間の仕事なのである」
　加藤さん、勝手にあとを託された者の一人になって
もいいですか？
　私はまだまだの人間です。これからもご指導お願い
いたします。
　最後になりましたが、ご冥福をお祈りいたします。

「ＮＰＯ」ワンポイント・アドバイス

うなずく
  「ウンウン」とうなずくだけで、他の参加者の発言をさらに促していきます。ただし、

うわべだけ機械的なうなずきは逆効果。人の話を心から聴くことを心がけてください。

質問する
　進行役が不慣れな場合、質問をすることでその場を一変させることができます。時間

配分が曖昧な時は「あの、質問ですが、この会議の終了時間は１６時で良かったでしょ

うか？」と。結論が見えない時は「あの、今日の結論は、○○を△△にする。で良かっ

たでしょうか？」といった感じです。どんな質問が前に進むかを考えてみるのも、楽し

いですよ。

共通点を探す
　意見が対立しだしたら、なんとか共通点を探しましょう。「ＡさんとＢさんは一見

違う意見ですが、根底では ×× という共通点があります。」という感じです。また、

会議が始まる前に「ここに集まったメンバーには、××という共通点があります」と言っ

てしまうのも良いです。

　共通点を口にすると、不思議と共同作業や創発がしやすくなります。

　まちづくりセンターでは、もっと具体的な「良い会議のつくりかた」

についての相談も受け付けています。お気軽にご相談ください。

　　
参考資料：［ＩＩＨＯＥ］人と組織と地球のための国際研究所発行『ＮＰＯマネジメント』

　

こ
れ
ま
で
会
議
を
進
行
す
る
立
場
か
ら
の
「
コ
ツ
」
を
紹

介
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
会
議
を
つ
く
る
の
は
進
行
役

だ
け
の
責
任
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ち
参
加
者
も
、
良
い
会

議
を
つ
く
る
た
め
に
効
果
的
な
役
割
を
実
践
で
き
ま
す
。

１

相談希望の方は、 まちセンへ

～もっと良い会議をつくるコツ　その５　いち参加者ができること（前編）～

２

３
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まなびっとフェス
２０１１年

まなびっとフェス
２０１１年

問合せ・申込先　函館市地域交流まちづくりセンター（函館市末広町４－１９） 
Ｅ‐Ｍａｉｌ　 toiawase@hakomachi.com　　ＴＥＬ　２２－９７００
主催　まなびっと２０１１　体験講座運営委員会
共催　はこだて「まちのチカラ」ｻﾎﾟｰﾄデスク（函館市地域交流まちづくりセンター）
               http://www.hakomachi.net
参考ブログ  http://www.hakomachi.com/diary/cat20/

まなびっと講座は、教育委員会の人材登録制度リーダーバンク登録者を講師とした体験講座です。

「生涯学習体験講座まなびっと」の、
年に１度のフェスティバルだよ！

子どもから大人まで、みんなが楽しめる講座が盛りだくさん。
親子で、お友達同士で、ぜひ参加してみてね！

受講者
　募集中!!

午後の部 
１３：3０～１５：3０

午前の部 
１０：００～１２：００

１１月2７日（日）

☆講座「箱館・新撰組よもやま話」
★簡単！ヨガ体験
☆筆ペンで年賀状に「干支」を描こう！
★おりがみ教室
　（クリスマスとお正月の飾り作り）

☆水引きでつくるお箸置き
★化石博士？
　アンモナイトのレプリカづくり
☆これでピカピカ！重曹のお掃除講座

★ライトアート
　光で絵を描いてみよう！
☆樹脂粘土でつくる
　　　　　野菜のフォトフレーム
★講演 「対談！農業＆漁業」
☆消しゴムはんこづくり
★垂直飛行！プロペラカイトづくり
☆心のこもった絵手紙づくり
★声と呼吸の基礎レッスン
☆パッチワーク講座

定員・参加費など
詳しくは、お電話で！

開催場所：地域交流まちづくりセンター
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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

  ６月から営業時間を１８時まで延長した「どん

ぐり・２」。お陰さまでお客様も増えてきています。

それに合わせて、スタッフも新しい顔ぶれに変わ

りました。商品の並べ方も一新し、今までより商

品が見やすくなったと評判です。

ようこそ！どんぐり 2号店

　亀田八幡さまのお祭りが終わると、一気に秋が加速しますね。

市場やスーパーには秋の恵みが山盛り！

　

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 ～ 18：00 （６月から）　定休日 / 年末年始（７月から）

　　　　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、
　　　　福祉の店「どんぐり」（ブーランジュ梓 内 ) でも販売しています。

　また、「どんぐり・２」を紹介するリーフレットが

出来上がり、店頭などで配布しています。ぜひ、

お知り合いの方々にも「どんぐり・２」のご紹介を

お願いします。

　今までより少しリニューアルした「どんぐり・２」を

これからもよろしくお願いします。

[ かぼちゃプリン ]　
　北海道産のみやこかぼちゃを濃厚なプリン
にしました。11 月までの限定メニューです。
価格は 300 円。

[ テイクアウト ]
　これからのシーズン、暑すぎず寒から
ずで散策が楽しくなりますね。
DripDrop のドリンクメニューはほとんど
がテイクアウト可能です。
自家焙煎の煎りたてコーヒーを 310 円か
ら提供しておりますので
ぜひご利用ください。

[Twitter 始めました ]
　その日のメニューやイベントなどをつぶやいて
います。よろしければフォローお願いいたします。
アカウントは、cafe DripDrop です。

初秋の味が登場です。



道南いのちと心を考える市民ネット・あかり
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ハングル講座　
中級Ⅱ

毎週金曜日
午後 6 時 30 分～午後 8 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、 単文も作り
ます。
通年で開催。

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 6 時 30 分～午後 8 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。

* ハングル検定
　3 級学習
　（7 月～ 10 月）

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

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

森田実
母子家庭教育支
援協議会
Ms. チン イーピン

幼児 ・ 小学
中学生英語クラス
毎週土曜日
午後 3 時～午後 4 時

4,5,6 才児

小学生
中学生

楽しみながら学ぶ

ネイティブのヒアリン

グに慣れさせる

小学 ・ 中学生
数学クラス
毎週日曜日
午後 3 時～午後 4 時

森田実
松山、 松田
母子家庭教育支
援協議会

小学 1 ～ 3、
小学 4 ～ 6 年生の
2 クラス制
中学生

中学受験

高校受験

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

Ms.Hagiwara
Mｒ.Danny
Ms. チン イーピン

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

スと留学生がすべて

英語で教えるクラス

があります。

数学　受験特別クラス

毎週土曜日
午後 6 時～午後 7 時

松山和雄
国立函館高専
数学科教授

大学 ・ 高校 ・ 私立
中学受験を対象にし
た数学の受験特別ク
ラスです。

森田実
090-2767-5586

当塾も 3 周年を経過し、
今までは最低限の英
語 ・ 数学の学習を目指
して頑張ってきました。
ご要望の多かった受験
対策も新設することに
なりました。

森田実
090-2767-5586

森田実
090-2767-5586

森田実
090-2767-5586
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講師講座名 講座内容 PR 文 連絡先

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

ハングル講座　上級

毎週火曜日
午後6時30分～ 午後8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

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。

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。
要面談、 随時申込可

チョン スギ
090-5958-5753

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

橋本末次郎 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

橋本末次郎 万葉集の歌と作者

ならびに歌の背景

を学びます。

大西八重

電話 22-5383

万葉集と万葉の歌と

古代の歴史にふれて

みませんか。

ＥＣＣジュニア
児童英語 ・ 英会話

ＥＣＣジュニア
十字街教室
吉田苑子

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）
毎週土曜日　午後 2 時～午後 3 時

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）
毎週水曜日　午後 3 時 30分～午後 4 時 30分

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２生）
毎週水曜日　午後 6 時 30 分～午後 8 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。

・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）
毎週土曜日　午後 4 時～午後 5 時

＊中学英語強化コース　（中 1 生）
毎週水曜日　午後 5 時～午後 6 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
毎週土曜日 午前 1１時～ 1２時
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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
タでいい」 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。

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）

墨友会書道教室
土曜日 （月 3回）
午後 2時～午後 4 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

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

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

連翔折鶴の基礎
季節行事などの折り紙

第2・4木曜
（祝祭日は休み）
午前 10 時～　（1 時間）

連翔折鶴の基礎　陽の
折り方で鶴を折る （2
連、 3 連、 4 連、 9 連）

９翔の連翔折鶴が
折れるようになるこ
とを目指します。

参加希望の方
は、直接会場に
お越しください。

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。

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 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

函館連翔会
松見博子
（日本折紙協会
講師）

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）

まちづくり千絵画教室

日曜日
午前 9時～午前 11 時

ヒロ先生 函館市民のための絵
画教室です。 アクリ
ル絵の具、透明水彩、
不透明水彩、 パステ
ルなど基本的な画材
の使い方などを指導し
ます。

子どもから大人まで
参加できます。

参加希望の方
は、直接会場に
お越しください。
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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 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

澤裕子 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。

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

田中式健康体操

認定

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 22-8389

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

リンパの流れを利用した
正しいマッサージ法や生
活用品の影響による軽皮
毒についての知識を学び
むくみやシワの少ない小
顔をめざします。

経皮毒コースもあります。
肌本来の機能を取り戻
し、 毎日のケアに役
立てましょう！

福田康子
080-6099-4691

セルフリンパマッサージ
フェイスリンパ＆経皮毒

第 1･3 水曜日
午前10時30分～午後12時
（全6回）

セルフリンパマッサージ
リンパ体操

第 1･4 水曜日
午後 1 時～午後 2 時

　リンパ無料体験実施中　

　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 リンパトレー
ナー、 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

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。 体温の免
疫を上げ、 健康的な身
体づくりを目指します。

自分の体の状態を確
認し、 体調に合わせ
て解していきます。
蓄積させないように日
常生活に取り入れ日
ごろのケアに役立て
ましょう。

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。

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。

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。
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講師講座名 講座内容 PR 文 連絡先

手作り本講座

第 1･3 火曜日

午前 10 時～午後 12 時

こがめ いづる
手作り絵本工
房ののか主宰

ハードカバーやソフト
カバー、 和綴じなど
いろいろな製本方法
で本作りを楽しみま
しょう。

写真やハガキ、 子ど
もの絵など、 大事に
とっておきたいものを
一冊の本にしません
か。

こがめいづる
080-5589ｰ1569

ちびっことママの
アルバム作り

第 2 水曜日

第 4 土曜日 ( 変更有

午前 10 時 30 分～

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 1 ・ 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

万年筆クレヨンアート
教室

開催日時等は、 連絡先
へお問い合せください。

山田聖一 小時間散策の後、 感
じたものを楽しく描くこ
ともあります。

デジタル時代の真ん
中でストレスの多い
毎日の生活に四季を
感じ潤いとゆとりを
もって万年筆とクレヨ
ンで描く楽しさをご一
緒に学びませんか。

山田聖一
090-3779-2441

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

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。

江口峰子
0138-26-3452

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
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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

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
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