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西村 浩さん、まちセン来館
　昨年 2012 年 11 月 7 日（水）に行われた
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」（函館市主催）で講師を
務めた株式会社ワークヴィジョン 代表の

西村 浩さんが、まちづくりセンターを訪れ、
函館市で進めている事業「中心市街地トー
タルデザイン作成業務」について、市民と
意見交換を行いました。西村さんは、岩見
沢複合駅の設計に携わり、市民を巻き込ん
でのデザインが評価され、グッドデザイン
賞を受賞しています。また全国各地の都市
デザインを行い、数々の受賞歴があります。
函館では、函館駅前や大門地区の「はこだ
てグリーンプラザ」や路面電車の停留所な
どの統一したデザインコンセプトと基本方
針を作成する予定で、今後の整備に反映さ
せる資料作成事業を行っていくことになっ
ています。西村 浩さん　まちセンにて　
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函館で学んだことを、 活かしたい。
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丸　藤：　もうすぐ卒業ですね。どんな学
　　　　生生活でしたか？
佐々木：　青森の実家から離れて初めて１人
　　　　で生活するということで、自由を
　　　　手に入れたとか解放感があったの
　　　　と同時に、イベントとか市民活動
　　　　などいろんなことに関わりいろん
　　　　な人と出会えた４年間だったと思います。
丸  藤：　具体的にはどんなことをしたん　
　　　  ですか？
佐々木：　まちワーク研究室では、子ども
        たちと一緒に西部地区を探検した
        り新聞づくりをしたりです。バル
        街や映画祭にも参加しました。
丸  藤：　大人の人たちが作っているイベ
　      ントにも参加したんですね。
佐々木：　普段普通に仕事をしながら、市
        民の方がいかに楽しむかというの
        を目標に笑顔で活動している姿を
        見て、私も将来的には仕事をしな
        がらも楽しみを見つけられる人に

        なりたいなと思うようになりました。
丸  藤：　峯さんは？
　峯　：　色々刺激的な毎日が続くのかな
　　　　と思ったのですが、その刺激は自
　　　　分で決断し得ていかなくてはなら
　　　　ないと考えました。そこで、セパ
　　　　タクローやダーツとかボルダリン
　　　　グという岩登り等も始められたの
　　　　で、それなりに刺激があることは
　　　　できたかなと思います。
丸　藤：　ずいぶん珍しいことにも挑戦し
　　　　たんですね。
　峯　：　実は北海道はセパタクローが盛
　　　　んな地域で、函館のクラブに入っ
　　　　ている方で４０人くらい。毎年、
　　　　札幌・室蘭・函館の団体が集まっ
　　　　て大会を開いているんですよ。同
　　　　じ足で蹴るスポーツですが、サッ
　　　　カーとは違う楽しみ方ができます。
丸　藤：　函館生活で感じたことは？
佐々木：　実家の辺りでは、車とか電車と
　　　　かを使わなくてはあちこち行くこ
　　　　とができなかったのですが、函館
　　　　に来て、好きな時に自転車でいろん

今回は、４月から新社会人となる学生さんに

函館生活のことなどをお聞きしました。

北海道教育大学函館校４年　地域創生専攻卒
所属サークル：函館セパタクロークラブ
趣味：サッカー観戦
進路：公務員

峯　麻人（みね あさと）さん　現在 22 歳

北海道教育大学函館校地域創生専攻・地域計画分野卒
所属サークル：硬式テニス部、まちワーク研究室
趣味：出掛けること、読書
進路：金融業

佐々木 瞳（ささき ひとみ）さん　現在 22 歳
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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

　　　　なところを巡れるので凄く面白い
　　　　なと思いました（笑）。
丸　藤：　期待以上だったとか、期待外れ
　　　　だったとかはありましたか？
佐々木：　期待以上だったのは景色とか観
　　　　光名所とかお出かけスポットとか
　　　　イベントとかいろんなことがあって
　　　　凄く面白かったことです。でも、
　　　　それだけ恵まれているのに、普段
　　　　の買い物をするのが難しいのが期
　　　　待外れでした。
　峯　：　西部地区やレンガ倉庫のような
　　　　観光の魅力とか、人を呼び寄せる
　　　　魅力を持っているというだけで素
　　　　晴らしいと思います。観光に力を
　　　　入れていることは分かるのですが、
　　　　今後は住民がもっと生活しやすい
　　　　ように、交通機関の整備も必要だ
　　　　と思います。
丸　藤：　誰かから、函館の大学に進みた
　　　　いと相談されたらどうします？
佐々木：　函館は市民活動に参加しやすい
　　　　雰囲気があり、開かれています。
　　　　色んな人と出会えるし、発見でき
　　　　るよと教えてあげたいです。
　峯　：　やりたいことができる街で、活
　　　　動団体も揃っています。ぜひ来て、
　　　　学生生活を楽しんでもらいたいです。
丸　藤：　函館で学生生活を楽しむコツを
　　　　教えて下さい。
　峯　：　例えば、全国の大学には多くあ
　　　　るフットサルのサークルが私の大
　　　　学にはありません。市内にフット
　　　　サルコートもない。でも、若者が
　　　　声をあげれば動き出すかもしれな
　　　　い。そういう動き出させる場をつ
　　　　くっていければ良いと思います。
佐々木：　たくさんの方に出会うと思いま
　　　　すが、一回でも関わったら挨拶を
　　　　するように心がけること。そのこ
　　　　とで、違う立場の人とも結びつき
　　　　やつながりができます。そのこと
　　　　が、将来に活きてくると思います。
丸　藤：　やり残しちゃったことはありま
　　　　すか？
佐々木：　挨拶をしそびれて疎遠になって
　　　　しまった人がいます。仲良しにな
　　　　れていたら、もっと色んなことが
　　　　出来ていたかもしれません。これ
　　　　からかは、そういう風にならない
　　　　ように先入観なしに好意を持って
　　　　接して行けるようにしたいです。
　峯　：　友人にネットワークづくりが上
　　　　手な人がいて、そういう風な性格
　　　　をもっと吸収したかったと思います。
丸　藤：　二人とも青年センターでアルバ
　　　　イトをしていましたが、そこから
　　　　得たものはありますか？
　峯　：　サークル活動というのは学校の

　　　　中だけで完結しているものだと思っ
　　　　ていたのですが、青年センターに
　　　　は若者からお年寄りまで来られる
　　　　ので、閉じたものではなく開かれ
　　　　たものだと知りました。
佐々木：　事務関係は初めてだったのです
　　　　が、責任感とか細かな注意力、気
　　　　遣い等が必要だったので自分に無
　　　　いものが見えてきました。社会人
　　　　になったら、もっと責任感を持て
　　　　るようにと思います。
丸　藤：　４月からは新社会人ですね。
佐々木：　仕事に早く慣れたいという気持
　　　　ちはもちろんですが、仕事をして
　　　　いても自分の趣味とか楽しいこと
　　　　を持っている人になりたいと思い
　　　　ます。
　峯　：　街には、年代、考え方、性格な
　　　　どが違う様々な人がいるので、そ
　　　　れぞれのニーズに合った働き方が
　　　　できる社会人になりたいです。
丸　藤：　学生生活で学んだことは生かせ
　　　　そうですか？
佐々木：　接するのが難しいなと思う人が
　　　　いたとしても、自分からは嫌な行
　　　　動をおこさないで、明るく元気に
　　　　自分の好きな人と同じように接し
　　　　たいなと思います。
　峯　：　色々な立場や思いの人がいる時
　　　　の調整をしたことがあります。そ
　　　　ういう人の思いをうまく活かして
　　　　いくところは必要だと思います。
丸　藤：　最後に、一言ずつメッセージを。
佐々木：　私は就職で函館を離れますが、
　　　　これからの函館が観光の面でも住
　　　　むことでも、もっと良くなること
　　　　を祈ってます。
　峯　：　函館は自分のやりたいことを何
　　　　でもできる街ですので、自分で制
　　　　限をかけずにどんどんチャレンジ
　　　　していって欲しいです。
丸　藤：　これからの活躍に期待していま
　　　　す。頑張ってください。
佐々木・峯：　ありがとうございます。



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。

 

　日本最初に鎖国の扉を開いた函館。

各国の文化、宗教、風土が洪水のよ

うに流れる中、函館にはいくつかの

特色ある学校が誕生します。

諸術調所
　１８５６年に幕府は、函館に「諸

術調所」と江戸に「蕃書調所」を設

置します。「諸術調所」は、基坂の旧

函館病院地にあり、五稜郭の設計で

有名な武田斐三郎が実務を中心に教

えました。対する「蕃書調所」は理

論を中心に学びます。「諸術調所」

設立の目的は、開港によってもたら

される西洋の知識や情報を収集、

分析して蝦夷地の開拓に役立てる

こと、そのための人材を育成する

ことで、蘭学、測量、航海、築城、砲術、

化学などを教えていました。身分制

度が厳しく武士の師弟以外は公の学

校で学べなかった時代に、「諸術調

所」では身分に関係なく試験を行い

入学させています。そのため、全国

から優秀な人材が集まります。地元

函館の人間で名前が残っているのは

蛯子末次郎一人ですが、前島密（郵

便の父）、井上勝（日本鉄道の創始

者）、吉原重俊（日銀総裁）、今井兼

輔（海軍大臣）など、後の日本の発

展に尽くした人物を多く輩出します。

ある時、斐三郎は本当に実務に詳し

いのかという陰口が叩かれます。そ

こで、斐三郎は、函館の船大工棟梁・

続豊治が１８５７年に設計、建造し

た日本最初の西洋帆船 ( 商船 ) 箱館

丸を使って、門下生と共に日本一周

の実習航海を二度するなどその実力

を見せ付けました。しかし、斐三郎

は、１８６４年に自ら設計した五稜

郭の完成を見ることなく、江戸の蕃

書調所の教授として転出します。諸

術調所は、斐三郎のほかに教授役の

名前は出てきません。斐三郎はすべ

ての学問を一人で教えていたマルチ

学者で、つまり、学長兼教授でした。

そのため斐三郎が函館を去ると諸

術調所も閉校になってしまいます。

函館の幕末・明治期の学校
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一方、江戸の蕃書調所は、官立の開

成学校を経て後の東京帝国大学（現

東京大学）となります。諸術調所も

斐三郎の後を継ぐ者がいれば、函館

に帝国大学ができていたかもしれず、

非常に惜しい学校を失ったと思い

ます。また、新島襄も諸術調所へ入

学するために函館に来ますが、斐三

郎はすでに江戸に帰っていたので二

人は行き違いになります。そのため、

襄はハリストス正教会のニコライ神

父にかくまわれ出国の機会を窺い

ます。もし、諸術調所が続いていた

ら、襄の渡米も同志社大学もなかっ

たかもしれません。諸術調所があま

り知られていないのは、開校からわ

ずか８年で閉校、辺境の蝦夷地に

あった等のことだと言われていま

す。しかし、これだけ優秀な人材

を輩出した武田斐三郎の業績は消

えることはないだろうと思います。

函館の女子教育
　明治１５年、元町にプロテスタン

ト系の遺愛女学校（現在の遺愛学院）

ができます。これが北海道における

外国の学校のスタートです。このと

き、明治６年にキリスト教は解禁さ

れましたが、そう簡単に住民の意識

は変わりません。遺愛女学校の１期生

から３期生までは全員弘前の人で、

函館出身の卒業生はいませんでした。

その後、明治１９年にカトリック系

の聖保禄女学校（現在の白百合学園）

が遺愛女学校と隣同士でスタートし

ます。さらにハリストス正教会、聖

公会も相次いで女学校を開校しまし

た。このように函館の女子教育はキ

リスト教系から始まったのです。

西洋洗濯伝習所
　その頃の洗濯は灰汁（アク）を石

鹸代わりにし、西洋式の石鹸、洗濯板、

アイロンも知られていません。洋服

も日本に入ってきたばかりで、洗濯

方法も分からないという状況でした。

函館支庁は、明治１２年に現在の八

写真：旧函館病院跡地の
「諸術調所」の案内看板

幡坂の下に「西洋洗濯伝習所」を開

校し、そこでイギリス領事ユースデ

ン夫人が小学校の教員を対象に西洋

式の洗濯を教えることになりました。

しかし、ユースデン夫妻が本国に帰

国することになり、１年で伝習所は

閉鎖されています。

アイヌ学校（旧土人学校）
　イギリス聖公会が元町の教会そば

に明治２５年創設、２６年に碧血碑

の下に移ります。定員は２０人で生

徒は函館だけでなく、十勝、日高方

面からも来ました。授業内容は小学

校程度で、ほかにローマ字の聖書を

教え、生徒１４人が洗礼を受けます。

校長のネトルシップ宣教師は、現在

の谷地頭温泉前の空き地で函館住民

にホツケー、フットボール、野球を

教え、また赤い自転車を乗り回し市

民にうらやましがれました。

先進的だった函館の教育
　最近、東京大学等が海外の大学に

合わせて９月入学を実現させようとし

ていますが、函館の学校では明治２

０年に９月入学を行っています。ま

た、現在と同じ４月入学も、全国的

に明治３３年に実施される前の明治

２７年にすでに行われていました。

外国の文化を積極的に受け入れてき

た函館では、教育も最新の方式を取

り入れていたのです。
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　函館市地域交流まちづくりセンターでは、函館市に移住された方々の生活・医療・買い物情報
等のサポート業務を行っておりますが、昨年より、新たに函館移住をご検討されている方へのサ
ポート業務を開始しています。移住を検討するにあたり、市内の様子をご紹介し、医療・教育・
買物・不動産等の情報をサポートいたします。予約等は必要ありません。お気軽にお越しくださ
い。また、移住者の方々を応援する移住サポーターのお話や既に移住した先輩として「まちなか
案内人」制度もあります。詳細は担当までご連絡ください。　

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：12：00から20：00です。

函館市定住化 ・移住者

サポートデスク
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はこだてのＮＰＯ 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。

 

NPO 法人 
　体験塾 SUMOCCA

代表者：中田 嘉明

連絡先：090-6697-0980

Ｈ  Ｐ　http://www3.ncv.ne.jp/~nakayosi/

ブログ　http://blogs.yahoo.co.jp/taiken_jyuku ( 体験塾 )

        http://blogs.yahoo.co.jp/hakokore (SUMOCCA)

代表者：田中はる枝

連絡先：090-5753-7148　メール：arbol@mbg.nifty.com

tete「てて」

ス　モ　ッ　カ

活動の目的：
　　布ナプキンを作ることで、まだ使える資源を生かし、体に

　やさしい布を使うことで、女性の健康な生活を維持することを

　目的としています。

活動の内容：
　・使い古した木綿や記入の布をゴミとして捨てず再利用。

　・針と糸を持つことで手や脳の活性を促します。

　・縫った布ナプキンを自分で使い、人にもプレゼントで広が

　　る活動の輪！

　・女性が生理に対して悩んでいる事がみんなの共通の問題と

　　して解決していける活動

　・消費のみに走らず生産することで、社会の環境や仕組みに

　　ついて立ち止まり、エネルギーの使い方を見直すきっかけに。

会員数： ２０名

　

　加入条件：

　　老若男女、

　　針を持てる

　　すべての人

活動の内容：
　①体験塾　隔週土曜日午前中　年会費１人 8,000 円～

　　通年での農業酪農漁業、自然体験活動などの体験交流活動

　

　②コミュ二ティーカフェ

　　毎週日・月・火曜日のみ。10 時半～ 15 時まで　

　　ドリンク＋ミニおやつ　500 円　ランチ 780 円～他

　　※ボランティアスタッフ募集中

　③マルシェ (こだわり食材市場 )毎週日曜 10 時半～　

　　参加店　勝田とうふ店　高坂農園　金子農園　みやご果樹園

　　山崎ガロハーブ園　函館牛乳　他

　④ゆるカルチャー　月１回程度　不定期　参加費 500 円～　

　　※案内メール配信会員募集中

　　木工　エコクラフト　羊毛フェルト　料理教室等実施。他

　　トールペイント　味噌作り　蕎麦打ち　ヨガ　英会話等　予定

　　　

　⑤コミュニティーのあるウイークリーマンション、遠方からの

　　親族、友人の滞在に。（1 人 1 週間 25,900 円、2 人 1 週間

　　37,100 円）　※入居予約随時募集中

活動の目的：
　　地域での農耕や酪農、水産業、自然体験活動などを通して、

　世代の違う人々と出会い交流を図りながら、恵まれた地域

　の自然、生活文化に触れ、その素晴らしさを共感すること

　を目的に始まった体験塾。

　　昨年SUMOCCAが完成し、体験塾の他にコミュニティカフェ

　他、下記の活動を展開中。

３．１１から　私たちも　生活を　見直そう　変えて行こう

何から　できるかな　何なら　できるかな？

布ナプキンが　たくさん　できたら　自分も　使うし

プレゼントにも　できるし　販売もして

資金が　たまったら　被災地へ　ありがとう　ツアーを　しよう

・会費 大人 311 円、こども 11 円

・使い古した 100% コットンやシルクの布、糸、針ある方は持参

・昼食やおやつは好きなもの、家にあるもの各自持ち寄り

住所：函館市柳町 6-11 SUMOCCA 

MAIL： taikenjyuku@yahoo.co.jp
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会 員 数：企業会員９社

　　　　　他個人会員　

加入条件：あり

はこだてＩＫＡ   （IT Knowledge Association）

代表者：進藤 学　　連絡先：contact@hakoika.jp

        　　　　　　　　　 http://hakoika.jp/

        　　　　　　　 　　0138-47-7779（株式会社アルティスタ内）

ＮＰＯ法人
　　　道南マウコピリカの会

会 員 数：16名

加入条件：あり

          （初年度入会金 一口 1,000円以上入金）

活動の目的：
　　はこだて IKA（アイケーエー：IT Knowledge Association）

　とは、北海道・道南地区において、IT 産業の活性化、IT に

　よる産業の活性化、技術・知識の普及、技術者の育成を目指

　して結成された任意団体です。

　　2008 年 6 月より道南地区の IT 企業、IT に関わる技術者、

　学生達によって活動が開始されました。新しい技術、動向を

　積極的に取り込み、基礎的な技術を若い世代へ継承していく

　ためのコミュニティを目指しています。

活動の内容：
　・ 2ヶ月に 1回程度のペースで、ITに関わるセミナーを開催

　　しています。

　　過去のセミナー実績はホームページをご覧ください。

　・ 2011 年 3月、2012 年 6月には「はこだて IT見本市」とし

　　てWAKOデパートに於いて道南、北海道を中心としたIT企業、

　　学校が持つ製品、サービスの発表を行う見本市を開催しま

　　した。

　・2013年度にはプログラミングコンテストを行う予定です。

　・分科会として、現役エンジニア向けの勉強会を 2週間に        

　　1回のペースで行っています。

※　セミナー等の受講費用は無料になっています。自由にご参加

　　下さい。また、それらの活動費を賄うため、年に一度七飯の

　　お祭りで焼き鳥を売っています。見かけましたら是非！

活動の目的：
　　わたしたちの会は、歴史ある街はこだて・道南においてアイ 

　ヌ民族と非アイヌ民族が共に手を取り合って、国際観光都市と

　して多様性ある街はこだて・道南地域のまちづくりに貢献し、 

　豊かな個性ある多文化共生の地域社会づくりに寄与していくこ

　とをめざします。

活動内容：
・アイヌの文化等を通じ、函館市や道南自治体と協力して修学

　旅行や観光客との交流を図る事業

・アイヌ文化の伝承、保存活動に関する事業

・アイヌの知識、伝統を利用し、自然を大切にする事業

・アイヌの文化、歴史等の理解を進める学校教育等と連携した事業

・函館市や道南自治体と協力してアイヌ語表記を進める事業

・世界の先住民族との文化交流事業

・世界の先住民族とのネットワーク作り事業

・ＨＰを通じた啓発、ＰＲ事業

・アイヌ民族の知的財産を守り育み、理解を促進する事業

・アイヌの作家の作品やおみやげ品の販売

・会員相互の交流を図る事業

代表者：理事長　加藤 敬人

団体住所：〒040-0054　函館市元町 30 番 5 号

団体連絡先：TEL&FAX 0138-22-1227　 E メール ainu305@mse.ncv.ne.jp

11月 18日　函館市総合福祉センターで行われた
「アイヌ文化交流の集い函館」の様子
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センター長のつぶやき
     まちづくりセンターでは、今年の “活動めあて ”と
“ 合言葉 ” を設けました。“ めあて ” は「毎日、笑っ
てもらいたい。」そして合言葉は、「たくさん、恋を
しよう！」です。
　「毎日、笑ってもらいたい。」という言葉は、『サザ
エさん』の作者である長谷川町子さんの言葉。私た
ちの活動で最も大切な役割は、地域の課題を解決し
理想的な街にすることです。地域が理想の街になっ
たら、今よりもっと笑顔が多くなるはず。函館を良
い街にしてたくさんの笑顔を発信していきたい、と
いう思いが込められています。
　「たくさん、恋をしよう！」は、何か一つのことに

「ＮＰＯ」ワンポイント・アドバイス

相談希望の方は、 まちセンへ

～必要な情報を効果的に収集するコツ～Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
地
域
の
課
題
を
解
決
し
理
想
的
な
街
に
し
て
い
く
こ
と
が
大
き
な
使
命
で
す
。

し
か
し
世
の
中
は
様
々
な
情
報
に
あ
ふ
れ
て
い
て
、
本
当
に
必
要
な
地
域
の
課
題
や
悩

み
等
の
情
報
を
効
果
的
に
集
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
必
要
な
情
報
を
効
果
的
に
呼
び
込
む
コ
ツ
を
お
伝
え
し
ま
す
。

準備：まずはじめに、次の２点をしっかりと把握してください。

　①　集めたい情報は何か？

　②　どんな課題を解決するために集めるのか？

これを、どこかにメモしておきましょう！これで準備完了です。

１ 意識するものを決めて「見る」
　ただ漠然と街を歩いていても「見えている」だけです。これを「見る」に代えることが必要です。

そのためには、意識するものを決めて見てみましょう。意識するものは、赤とか緑のような色、丸や

四角等の形や位置等、何でも大丈夫です。臭いや手触りという感覚もありです。注目する視点をいつ

もと変えることで、発見の幅が広がります。無理に課題そのものと直結させる必要はありません。

　いつも通る道やデパートの中、色んな所で試してみましょう。

２ 演じてみる
　自分とは全く立場の違う人になったつもりで、まちを見、歩いてみましょう。

性別や年齢、国籍、立場等を変えた視点で見ることで、今まで気が付かなかった情報が入ってくるよ

うになります。

　誰かにお話しを聞きに行っても、必要な情報を聞き出せないで終わってしまうことがあります。そこ

で、自分が新聞記者になったつもりで何でも聞いてみることをお勧めします。素人っぽい質問かもしれ

ないと自己規制してしまわないで、しつこく聞き出すことがポイントです。話を聞けば聞くほど、芋ず

る式に質問が出てくるようになります。

３ 記者になってみる

　まちづくりセンターでは、もっと具体的な「必要な情報を効果的に収集

するコツ」についての相談も受付けています。お気軽にご相談ください。

参考資料：加藤昌治著『考具』（阪急コミュニケーションズ）

思いを深くすることも大切だけど、もっと視野を広
くし新しいことにチャレンジしたり、好奇心をもっ
て学んでいくことも必要だという思いで決めました。
さらに、まちづくりセンターを本格的なコミュニティ
デザインセンターにするために、人と人が交わる

丸藤 競

機会である『人 “ 交 ” 密度』を
高くしていきたい、という思いも
込めています。
　まちセンからたくさんの「笑い」
と「恋」が羽ばたくよう、オープ
ン７年目も元気にやっていきます！
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　週に１回開催している「水曜マルシェ」。

まちセン１階にあるカフェが定休日の

時、その空きスペースを利用して、 花

や野菜、雑貨、手芸品、パンなど自慢

の手作り品の物販コーナーとして活用

していただいております。作り手・買

い手の顔が見え、その時々で出店者さ

んが変わりますので、水曜マルシェは

何度来てもきっと楽しめるはず！！あ

水
曜
マ
ル
シ
ェ　

毎
週
水
曜
日
開
催
中

写真 (上 ) 震災後、何か出来ることはないかと、主婦が呼びかけ活動をはじめた被災地の子どもを
応援する会「ほんわか」資金集めのために、水曜マルシェに出店。会の支援者から寄せられた手作
り品を販売しています。　　写真(左下 )水曜マルシェ開催中のまちセン館内の様子 　　写真(右
下 )有機野菜がうれしい。笑顔もステキ。Osho Farm

なたもぜひどうぞ。おすすめは、ちょ

うど出店者さんが揃う時間帯のお昼ご

ろです。ただ、お目当ての商品がある

方は、まちセンブログをチェックして、

開店時間にあわせて来られる方が良い

でしょう。また、出店希望も大募集。

ご希望の方は、Cafe Drip Drop までご

相談ください。電話 22ｰ9700（まちセン

内）までお願いします。
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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

  ３月を迎え、北海道の春も、すぐそこまでやっ

てきました。どんぐり・２では春に向けて、いろ

いろと製品を取り揃えていきたいと考えています。

美味しいクッキーやパン、かりんと、乾パンも沢

山入荷しています。また、季節ごとに飾り付け等、

工夫を凝らして、皆さまのご来店を、心からお待

ちしています。

　これからも素敵な製品をお店に揃えていきたい

と思いますので、是非、足をお運びください。

ようこそ！どんぐり 2号店

　

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。

暮れと年度末には毎度言っている気がしますが

本当に月日の経つのは早いもの…。DripDrop は 4月 4日で 3周年を迎えます。

いつもご利用くださるお客さまに、

さりげなくサポートしてくれるまちセンのみなさんに、

そして支えてくれるDripDrop のスタッフに感謝します。

3周年の記念、何にしましょう…まだヒミツです（笑）どうぞお楽しみに。

「ホットサンド」始めました。

自家製鶏ハムと清和の丘農園のトマトで作ったソース、

そこにとろけるチーズを重ねて焼きます。

あつあつのうちに召し上がれ♪

4月 19 日 ( 金 ) は第 19 回バル街。

春のバルは、佐渡の「のらいぬ cafe」と富岡のパン屋さん「roca」

そしてDripDrop がコラボ出店いたします。今それぞれに、何を作ろうか

プランを練っているところです。またまたお楽しみに。
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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

英語 ・ 英会話コース

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。

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 1 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

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。

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

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。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

ハングル講座　中級Ⅰ
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

札幌南澄川珠算教室
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

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
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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

午前 10 時～ 11 時 30 分

第 3 月曜日

午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

( 変更有 )

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

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

パッチワーク教室
フリーコース

月１回　第３水 ・ 金曜日
　　　　　第４木曜日

午前 10 時～ 12 時 30 分

吉田裕子

公益法人

日本手芸普及協会

認定講師 ・ 指導員

初心者から経験者まで年

齢を問わず、 楽しいクラス

です。小物から始めて、ベッ

トカバーサイズまで作り

ます。 希望に応じて作り

たい作品も自由に出来ま

す。 お手持ちの布を使っ

てオリジナルの作品を作

る事もできます。

フリークラス、講師取得コー

ス共に、 入会金、 欠席時の

受講料不要です。

教材費は月によって変わり

ますが、 お手持ちの布が

ある方は持参していただく

事ができます。

講師まで直接、 または

まちづくりセンターまで

お願いします。
吉田裕子

090-6217-1796

パッチワーク教室
講師取得コース

月１回　第３火曜日
午前 10 時～午後 13 時

※現在、 第１期生　開講中！

※第２期生　２０１３年６月

　　開講予定　（曜日未定）

（公） 日本手芸普及協会

のカリキュラムに沿って、

様々なパターンを製図 ・

技法 ・ 仕上げまで学び

ます。

本科→高等科→講師科

へと進み、 課題作品を

提出されますと、 パッチ

ワーク講師資格が取得で

きます。
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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。

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

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
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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
金曜日 午後 7 時～ 8 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 1,000 円～ 10,000 円、プロジェクター 800 円、スクリーン 200 円
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