特 集

ちばカレッジ2015 「ちば歩き」現地研修

千葉の街中で千葉氏の足跡を 辿る
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まずは、西千葉稲荷で研修の安全を祈願

今回、1班のメンバーが安全を祈願した西千葉稲荷
大明神は、現在、心霊スポットとして、インターネット
などで話題になっています。この場所は昔、佐倉藩の
処刑場で、罪人の首を刎ねる度に供養として松の木
を植えていたとされ、駅のロータリー中央にある大き
な松は、
「祟りの松」と呼ばれているそうです。

西千葉稲荷大明神
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3
来迎寺の五輪塔

来 迎寺
●所在地：稲毛区轟町1-7-9
●宗派：浄土宗 ●創建：1276年

大日寺
●所在地：稲毛区轟町2-1-27
●宗派：真言宗 ●創建：1254年
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私たちが暮らす街“千葉市”いつも目にする街だから、もっと知ればもっと面白いはず。だから、いろいろ
な場所を訪れ、たくさんの人と話し、より広くより深く“ちば”を理解したい… 「ちばカレッジ」はそう考え
る人達のためにある、千葉市生涯学習センターの設立当初から続く講座です。
今回は「ちばカレッジ2015」の講座、
「ちば歩き」の現地研修のレポートと共に、
「ちばカレッジ」の概要
も合わせてご紹介します。

自分たちでテーマを決める現地研修

タート……してすぐ、隣接する西千葉稲荷大明神へ。赤い鳥
居と無数の赤いのぼり旗が目立つこの場所で、まずは本日の

「ちばカレッジ2015」では、
「ちばの社会科見学」と「ちば

安全を祈願。

歩き」の2つの講座を実施しています。

最初の目的地は、稲毛区轟町にある浄土宗の来迎寺。1つ

今回ご紹介する「ちば歩き」は屋内での座学だけでなく、

目のテーマである、
「千葉氏ゆかりの寺院」です。

市内の史跡や名勝を訪ねたり、県内の由緒ある寺院や、そこ

一行は来迎寺への道すがら、千葉大の正門や隣接する松

に保存されている仏像などに触れ、改めて“ちば”の魅力を発

林など、所々で杉山さんの解説を聞きながら、軽快に歩き続

見するという内容になっています。

け、ほどなく来迎寺に到着。

本年6月10日～11月25日までの間に、10回の講座を実
施。5～6名ずつ5つの班に分かれ、班ごとにテーマを決めて
行動、学習するというスタイルで、全10回の講座中、4回が現
地研修となっています。

えられる16基の五輪塔があり、千葉市指定文化財となってい

そうです。
『この班のメンバーとは、
「ちばカレッジ」終了後も

ます。整然と並ぶ墓碑の前で、大日寺と千葉氏について語る

つながり続けると思います』と藤代さん。

杉山さん。メンバーはその話を聞きながら、千葉氏への思い

本年度の「ちばカレッジ」は、今回の現地研修を含めて残

を馳せているように見えました。

り4回。11月末の修了式では、自主研究レポートの発表など

そして全員で本堂に参拝し、名残り惜しそうに大日寺を後

を行うことになっているため、1班のメンバーも素晴らしい成

にしました。

果を届けてくれることでしょう。

た。しかし、昭和20年に戦災で消失し、現在の地に移ったと

作草部にある旧陸軍の気球格納庫へと歩み出しました。

※詳細はHP〈http://chiba-gakushu.jp〉をご覧ください。

次に訪れたのは、来迎寺のほど近くにある、やはり千葉氏
ゆかりの真言宗の大日寺。

一行は千葉市観光協会の観光ボランティア「ちばシティガ

1254年、千葉頼胤によって松戸の馬橋に創建され、1284

イド」の杉山良一さんと共に、元気いっぱい、西千葉駅をス

年に頼胤の子である胤宗によって、千葉に移されたと伝えら
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もっと深く掘り下げて調べてみようというメンバーの総意だ

ぜひご参加ください。

傾けていました。

葉駅に集合。天気は快晴、絶好の学習日和となりました。

境内には千葉常兼から胤将まで、千葉氏16代の墓碑と伝

後、もう1つのテーマである「戦争」の足跡を辿るべく、稲毛区

の場所で、メンバーは神妙な面持ちで杉山さんの解説に耳を

9月30日、午前9時。1班のメンバー5名はJR総武本線西千

千葉市を知るためには千葉の開祖となった千葉氏の歴史を、

くは来光寺という名で現在の中央区道場に位置していまし

と伝えられる、来迎寺の五輪塔の前。厳かな雰囲気が漂うそ

2つの寺院を巡り千葉氏の歴史に触れる

れています。

「千葉氏ゆかりの2つの寺院」を訪ねたメンバーは、この

境内に入り真っ先に向かったのは、千葉氏胤の追善供養塔

研修に同行取材をいたしました。

気球格納庫

来迎寺は1276年、一遍上人を開基に千葉貞胤が建立。古

伝えられている古刹です。

今回は「千葉氏と戦争」を学習テーマにした、第1班の現地

千葉氏 16 代の墓碑と伝えられる、大日寺
の五輪塔の前で

「ちばカレッジ」は来年度も実施します。興味のある方は、

“知る”こと、“伝える”ことの大切さに気づく

ほかの班のテーマと主なルート

『実は、今回学んだコースを、休日に孫と一緒に巡っている

班

んです』と話してくれたのは、1班のリーダーを努める藤代文

1

千葉氏と戦争

男さん。この「ちばカレッジ」に参加し、回を重ねるごとに自

① 西 千 葉 稲 荷 大 明 神、 ② 来 迎 寺、
③大日寺、④気球格納庫など
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御成街道を歩く

御成公園、御茶屋御殿跡など

3

昔と今

加曽利貝塚、亥鼻公園など

4

おゆみ歴史散歩

大戸池公園、生実神社など

5

幕張・武石から検見川
真蔵院、検見川神社など
の歴史浪漫を訪ねて

らが“知る”ことはもちろん、誰かに“伝える”ことの大切さに気
づいたと言います。
1班のテーマが「千葉氏と戦争」となった理由については、
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テーマ

主なルート

2015 夏の「まなび」体験報告
なにか
出てきたよ！

設でこども
に千葉市内の各施
中
間
期
み
休
夏
も
今年
講座やイベ
び」の体験ができる
向けに様々な「まな
介します。
。その様子をご紹
ントを実施しました

ちば生涯学習ボランティアフェア2015

ボランティア先生をさがせ！
様々な技術や知識を持ったボランティア先生を紹介します。
皆様の生涯学習活動に活かせる

を見つけに来てください。

開催期間：11月17日（火）〜 23日（月・祝）
7月18日（土）〜 8月28日（金）

かっこ良い
鎧ができたよ

加曽利貝塚博物館 土器ドキ発掘体験▶

展

体験・講座体験のコーナー

8月25日（火）〜 28日（金）

8月1日（土）
・2日（日）

▼星久喜公民館
お泊り IN 星久喜

示

▼パティシエになろう !! おかしのまち

サバ飯おいしく
できるかな？

期間中観覧自由
・登録ボランティアの
活動紹介
・市内ボランティア情報
▲郷土博物館 鎧づくり体験講座

おいしいお菓子、
いかがですか？

7月22日（水）〜 24日（金）

17日（火）
・18日（水）

カミノミクスⅡ ひと裁ち折り紙

19日（木）

麻雀点数の数え方

20日（金）

癒しの音色ウクレレ演奏

21日（土）

似顔絵コーナー（当日参加 500円）
健康呼吸法・人力発電体験

22日（日）

生け花体験（事前申込 500円）
講座「すべての原因は骨盤の歪みにあった」

23日（月・祝）

目からウロコの健康セミナー
簡単手縫い「タオル帽子」
（事前予約 500円）

事前申込もあり、詳しくは館内チラシまたはホームページにて
www.chiba-gakusyu.jp/

【問い合わせ】 千葉市生涯学習センター 学習支援グループ

TEL 207- 5815

平成27年度

青少年の日フェスタ が 開催

ボランティア先生紹介します

「青少年の日」
「家庭・地域の日」
シンボルマークとキャッチフレーズ

元気象庁職員、防災士・千葉県災害対策コーディネーター

千葉市では、毎年9月の第3土曜日を『青少年の日』、毎月第
3土曜日とその翌日曜日を『家庭・地域の日』、毎年9月の第3
土曜日から1週間を『
「青少年の日」つながりウィーク』としてそ
れぞれ制定し、青少年と家庭・学校・地域のつながりを深める
活動に取り組んでいます。
9月19日（土）に、平成27年度「青少年の日フェスタ」が開催
されました。今年も合唱・ダンスの発表会や工作・体験教室、
展示など様々なイベントがあり、多くの子どもたちが楽しみまし
た。
「青少年の日フェスタ」は、青少年と家庭・学校・地域・行
政がつながりを持つことで、青少年のコミュニケーション力を
高め、居場所づくりを推進することを目的として、毎年「青少年
の日」に実施しています。

矢野 良明
合唱

ネイチャークラフト

さん

連続講座「暮らしに役立つお天気のはなし」の様子

見惚れる雲から怖い豪雨や竜巻まで
皆さまは、時々空を見上げることがあるでしょうか。青空

ともに、防災上の注意点についても理解を深めていただい
ています。

に映える一条の飛行機雲を見つけると、どこまで延びてゆく

ダンス

囲碁将棋

のか、しばらく見入ってしまうことはないでしょうか。虹な

防災知識があれば災害を減らし、より身の安全を確保す

どを見つけるとなんだか幸せを感じ、また興味の尽きないも

ることは可能です。小学生から高齢者まで興味を持ってい

のです。

ただける内容でもあり、画像や動画、アニメーション、簡単な
実験なども取り入れ、わかり易く解説させていただいていま

私は、このように見惚れる雲や、興味の尽きない気象現象

すので、ぜひお話を聞いていただければと思っています。

について解説する一方で、これでもかこれでもかと降る怖～
い豪雨や、一瞬にして家屋の床までを吹き飛ばしてしまう怖
折り紙

あつまれポリスマン

～い怖～い竜巻の話などもさせていただいています。
ボランティア先生として、
・ちば元気づくり友の会主催「雨と風について」
、
・山王公民館主催「雨・風について学ぶ」
、
・生涯学習センター主催「暮らしに役立つお天気
のはなし」 等の講師をされています。

忘れる暇もなくやってくる豪雨災害、昨年は広島で土砂災

【問い合わせ】
こども未来局こども未来部 健全育成課 TEL 245- 5973

害、今年は関東･東北で河川のはん濫が起きています。こ
れらの災害を引き起こす積乱雲とは、局地的大雨や線状降
水帯に伴う豪雨とは、いったいどういうものかを解説すると
バルーンアート
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アトリウムガーデン

5

募 集

市民自主企画講座・企画案募集
① 市民自主企画講座

開催期間

平成28年4月〜平成28年12月

平成28年5月〜平成29年2月

応募条件

市内を中心に継続して活動している団体

市内を中心に1年以上継続して活動して
いる団体

募集件数

9講座程度 ※1団体1講座まで

8講座程度 ※1団体2講座まで

選考方法

書類審査及び選考委員会 ※選考委員会
書類審査
は1月31日（日）実施

申込方法

所定の用紙（募集要項に添付）に記入いただき、受付期間中に直接来館の上ご提出く
ださい。

受付期間

平成27年12月1日（火）〜 平成28年1月14日（木）9: 00 〜 17: 00（※12月28日〜 1
月3日は休館日のため除く）

① 講座企画担当

207-5820

② メディア学習担当

まなびフェスタ特別企画

影絵劇「長靴をはいたねこ」
＆バックステージツアー

【出演】ゴスペルからポップス、ジャズと幅
広い分野で テレビやライブに活躍中の4
人組です。ソプラノMaiko メゾソプラノ
Yuu アルト Alee テナー Takumi。ソロ
でも活動するメンバーのパワフルな歌 声
をご堪能ください。

地域や社会の課題を解決、または地域の パソコンに関する初心者向け、または中
活性化を図る講座
級者向けの講座

1952年創立の影絵専門の劇団かかし
座による、ペロー原作の童話。ながぐ
つをはいたネコがご主人様のために、
ちえを 使って大 活 躍するわくわくア
ドベンチャーストーリーです。上演後
は、劇のステージのうらがわを教えて
もらいます。

【演奏予定曲】Joyful Joyful、
Oh happy day、Amazing grace、
クリスマスソング他

開催時間
会場
講座風景

207-5823

生涯学 習センターの貸 室がより使いやすくなりました。

16: 00 〜 17: 00

開催時間
対象

費用

無料（観覧自由）

1階アトリウムガーデン

〈その他の催し〉●新鮮野菜市（千葉市園芸協会）●市民団体のアトリウムス
テージ発表 ●科学館、加曽利貝塚博物館、郷土博物館、埋蔵文化財調査セン
ターによる体験講座 他

特別講演会

広々とした机やお湯の出る流し台が設置され、機能性に

応募期間

10月1日〜 11月14日

応募方法

往復はがき、FAX、メール（多数の場合抽選、1通4人まで）

14: 00 〜 15: 30

応募期間

11月1日〜 11月30日

会場 / 費用

2階ホール／無料

応募方法

往復はがき、メール（多数の場合抽選、1通4人まで）

【申込み・問い合わせ】
〒260- 0045 中央区弁天3-7-7 千葉市生涯学習センター講座企画担当

TEL 207- 5820

以前は、特別会議室の控室だったのですが、新たに防音

これからも利用者の皆様がより安心・安全に利用できることはもちろん、快適で楽しく利用していただける施設
を目指してまいります。
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2階ホール／無料

開催時間

タイプの扉を設置しミーティングルームとしてリニューアル
しました。
白色の机と桜色の椅子が設置されていて、優しい印象を
与えてくれる部屋です。少人 数での 研 修 や打ち合わせに
ぴったりです。机と椅子の移動が簡単にできますので、レイ
アウト次第で多様な使用方法に対応が可能です。ガラス張
りの落ち着いた空間で、少人数の会議や研修をしてみませ
んか。

【問い合わせ】 千葉市生涯学習センター 1階 利用受付窓口

4歳〜小学6年生とその保護者

会場 / 費用

千葉日報が見つめた千葉の湾岸開発、歴史と展望

② ミーティングルーム（定員：8人 面積：約18 ㎡）

配慮した部屋です。モノ作りの作業にオススメの部屋です。
油彩画や木工、フラワーアレンジメント等の活動にご利用い
ただけます。
そして、今回のリニューアルにより、床材を防音タイプに
変更し、壁に大型のルームミラーを設置しました。
机と椅子を部屋に隣接した倉庫に移動すれば、小さなス
タジオとして利用できます。
明るい自然光の中でストレッチやヨガに挑戦してみませ
んか。

13: 30 〜 15: 30

〈その他の催し〉●のり・乾物の即売会（千葉市地方卸売市場）●市民団体の
アトリウムステージ発表 ●科学館、美術館、ちば・こくごふれあい会による体
験講座 他

千葉市生涯学習センターは、
多種多様な学習機会の提供と、
「いつでも、誰もが学習できる環境づくり」を目指す、
総合学習施設です。
当センターの有料貸室には、音響・映像機器を備えた研修室、美術・音楽・パソコン学習などの様々な学習ニー
ズに対応できる各種設備、多目的ホールなどの施設があります。
今回は、リニューアルして使いやすくなった2つの施設をご紹介します。

① 工芸研修室（定員 : 25人 面積 : 約42 ㎡）

2015

2日目 12月6日（日）

Courage［クラージュ］
クリスマスコンサート

② 市民自主企画パソコン講座

【問い合わせ】 千葉市生涯学習センター

1日目 12月5日（土）
やすらぎのアトリウムコンサート

市民の皆さんが企画・運営する講座の企画案を募集します。
詳細については11月1日から配布される募集要項をご覧ください。

テーマ

ま な び フェスタ

平成28年度

TEL 207- 5811
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講師

FAX 207- 5822

（株）千葉日報社
代表取締役社長
萩原 博

メール kouza@chiba-gakushu.jp

藤澤保子

いなげお話し会

「漆芸の展開 ―拡がりと奥行きと― Ⅱ」

12月19日（土）

1月5日（火）〜 17日（日）

13: 30 〜 15: 30

参加 無料

事前申込み
（お電話か FAX でお申し込みください）

9: 00 〜 17:15

入場無 料

ゲストに西川明さん（元千葉市史 編
纂委員会専門委員）をお招きし、参加
者の皆さんと稲毛の様々な記憶や事
がらについて語り合う会です。得ら
れた情報は「海気通信」として後日発
信します。

千葉市科学館
開館時間

千葉在住の漆 芸作家・藤澤 保 子さん
の 個 展 第二弾を開催します。斬 新な
デザインと完璧な技 法で 漆の新たな
魅力を引き出す藤澤さんの漆芸作品
をご覧いただけます。

千葉市民ギャラリー・いなげ TEL 248- 8723

問い合わせ

http://www.kagakukanQ.com

9: 00 ～ 19: 00( 入館は閉館の30分前まで)
常設展示 / 大人510円 高校生300円 小中学生100円
プラネタリウム / 大人510円 高校生300円 小中学生100円
セット券 / 大人820円 高校生490円 小中学生160円

休館日

11月30日（月）、12月21日（月）、29日（火）～ 1月1日（金）

第17回 火星ローバーコンテストin 千葉
場 所

http://business4.plala.or.jp/g-inage/

中央区中央4- 5-1
TEL: 308- 0511

入館料

日 時

＊12日休み、最終日は15: 00まで

第17回 火星ローバーコンテスト in 千葉 試走会

12月5日（土）9: 30 ～ 16：00

日 時

11月22日（日）10: 00 ～ 17：00

Qiball 1階きぼーる広場、
3階子ども交流館アリーナ

会 場

Qiball 1階きぼーる広場

参加費

無料

見学無料

参加方法

事前申込み不要。
当日自作のローバーを持って会場までお越しください。

● 今号の表紙

「筝曲朝香会」の朝香麻美子先生の指導により、和楽器「箏（こと）」の発表会をホールで行いました。４日間という短い期間のお稽古でしたが、素晴
らしい演奏ができました。朝香先生による模範演奏もあり、日本の伝統文化に触れる良い機会になりました。
（中枠は練習風景）

広 告

