
  南房総市公民館だより 
  №１００ 
  令和元年７月１１日 
    丸山公民館発行 
    ℡４６－４０３１ 

   「南房総のかぜ」第１００号発行に寄せて 
                    南房総市教育長  三幣 貞夫 

 南房総市発足５年目の平成２２年５月に「南房総のかぜ」は第１号が発行されました。以来９年皆様の温かいご支
援に支えられて第１００号の発行となりました。ありがとうございます。 

 “公民館行事を中心に文化的、創造的な情報をお届けしたい”という思いで公民館講座を核に続けて参りました。
この間、経費節減やら職員減に伴う事業見直しなどの点から発行停止を考えるときもありました。しかし、講座参加
を楽しみにしている多くの皆様の声が発行を後押しいたしました。 

 「南房総のかぜ」とともに公民館講座も進化し続けています。それを支え、推進しているのは生涯学習推進員の力
です。それまで公民館職員が行っていた講座の企画・運営を替わって行うようになったのが生涯学習推進員です。
平成２４年度で一部地区、翌２５年度より市内７地区で活動を始めました。３０年度では、公民館講座９１講座のうち
半数の４５講座を展開するまでになりました。 

 市内に住む方々の高齢化とともに多くの知見と技術、そして豊かなネットワークを持つ人たちが増えてきました。こ
の大きな力を埋もれさせたままにしておくのは勿体ないという思いで始めました。今では、なくてはならない存在に
なっています。 

 用意された講座に参加する形から企画・運営から参加するという創造的な活動に進化しています。公民館活動ば
かりでなく、グラウンドゴルフもママさんバレーボールも大会の企画から運営まで参加者が作り上げていくものになっ
ています。 

 今後も生涯学習の楽しみがより創造的で大きなものになっていくよう努めて参りたいと思います。「南房総のかぜ」
を含めて生涯学習へのさらなるご理解ご支援をお願い申し上げます。 

南房総のかぜ 第1号の紙面より 

第１００号記念特別号 



親しみやすい公民館活動を支える、生涯学習推進員の活動の紹介 
 当市独自の取り組みとして行われている、生涯学習推進員について紹介します。 
 生涯学習推進員は、公民館講座の企画・運営に当たって頂いている方で、平成２４年度より市内の一部で
実施し、平成２５年度より市内の7地区で活動し、現在36人が、それぞれの地区で生涯学習推進員講座を開
催しています。 生涯学習推進員がそれぞれに、知識、経験、人脈、普段接する住民の声などを生かしなが
ら自主的に企画します。講師の選定なども行い、当日も講座を運営します。 
 平成30年度の活動をご紹介しますと、市内の公民館講座全体では９１講座を開催、３，５８３人の参加
者がありましたが、そのうち生涯学習推進員企画講座は、４５講座を開催、１，１４４人の方が参加するな
ど、いまでは南房総市の公民館活動にはなくてはならない重要な役割を担って頂いています。 
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嶺岡山系の生い立ちを探る 
H31.2.8 

嶺岡山系の特徴的な地質を
見学。平群地区で見ることが
できる現場見学と、話題のチ
バニアンなど地質についての
解説。 

日本海軍 戦艦「武蔵」生還兵に聞く 
H30.11.26 
口径46ｃｍの主砲を持ち日本海軍を 
象徴する「大和型」戦艦の２番艦 
「武蔵」から生還した方から、「武蔵」 
普段の生活、シブヤン海での最後、 
など貴重な話を伺いました。 

千倉平舘のカエル岩と能蔵院の見学
H31.2.22 

千倉平舘区にはカエル岩と呼ば
れるカエルにそっくりな大きな岩が
あります。このカエル岩にまつわ
る伝説を訪ねました。 

いすみ鉄道と街づくり！大多喜散策 
H30.5.24 

かつての廃止対象の国鉄赤字
ローカル線だったいすみ鉄道の
知名度を全国的にし、多くの観
光客を呼び込むことに成功した
鉄道を活かした街づくりの実例
見学を行いました。 

多肉植物の寄せ植え体験 
H30.6.13 

プクプクとかわいい多肉植物の
寄せ植え体験と、簡単そうです
が、意外と間違った知識の多い
多肉植物の育て方についての講
座をおこないました。 

三芳地区に残る戦争遺跡めぐり 
H31.2.9 

第２次大戦末期、本土決戦・首
都防衛のため市内に地下陣地
の構築や、「桜花」などの特攻
兵器が配備されました。今に残
るこれらの戦跡を見学しました。 

ヘアとメイク、すぐにいかせる 
   若見せバランスお教えします 
H31.2.18 

見た目を少しでも若く見せた
い！そんな悩みについてや、
髪型やメイクのバランスを、
プロから教わりました 

キンセンカを使ったシフォンケーキ  
H31.1.22 

白浜地区は、キンセンカをはじめ、
花栽培が盛んです。見て楽しむほ
かに、「味わう」 キンセンカを使ったシ

フォンケーキ作りにチャレンジしまし
た。 

七浦診療所見学と七浦のアワビ採り 
H30.5.15 

旧七浦小学校をつかった「七浦
診療所」の見学と、明治期にアメ
リカに渡ってアワビ採りで成功し
た人々の話を伺い｢まちかどミニ
博物館」などを見学しました。 

包丁のとぎ方 
H30.7.10 

素晴らしい刃物も、使っていると
切れ味が悪くなります。そんな時、
「正しいとぎ方」を知っていると切
れ味が復活します。包丁店の方
の指導で包丁の研ぎ方を習いま
した。 

夏みかんでピールづくり 
H30.5.9 

いっぱいあるけど、なんとなく持
て余している夏みかん。そんな
夏みかんを使ったピールづくりを
体験。 「ひと味違った夏みかん」

の活用法に、みなさん大満足で
した。 

ヨガを取り入れたストレッチ 
H31.1.22 

ヨガを取り入れたストレッチで、
普段動かさないような筋肉を
動かして、体をほぐしました。
できる範囲で体を動かすこと
が健康への第一歩。 

落語入門講座「新春まるやま寄席 
H31.1.12 
 江戸時代に伝統芸能としての「かたち」が
確立した落語。 意外と知られていない決
まり事や、工夫があります。 落語を聴きな

がら落語のあれこれを学びました。、今回
は九重小学校落語クラブの「可愛い豆落
語家」が華を添えました。   
 ゴーヤと佃煮のチップス 
H30.9.5 

 ゴーヤを夏の日よけにも植
える方が増えてきています。 

 ゴーヤ調理のレパートリー
として「佃煮」と「チップス」を
作りました。 
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①臨海学校に伝わる日本泳法・見学会 〜富浦での臨海学校のはじまり〜 

【富浦地区生涯学習推進員講座】 

日時・場所 
日時 ８月７日（水）１０：00～１２：００  
場所 筑波大学付属中学富浦寮（富浦小学校の海側 南房総市富浦町豊岡26番地） 

 
 
 
 
 

内容  現在、大河ドラマでも演じられている嘉納治五郎氏は東京師範学校(現在の筑波
大学の前身)校長であった際に、生徒に臨海学校での日本泳法（古式泳法ともよば
れます）を推進しました。その場所にどうして富浦が選ばれたのでしょうか？    
 現在も続く、筑波大学附属学校の「富浦での臨海学校」では「日本泳法」が指導
されています。筑波大学附属中学富浦寮の見学と「日本泳法」の実演見学を行いま
す。                            講師 桐游倶楽部のみさなん 

定員 ２０名 参加費 持ち物 参加費無料 

受付期間 定員を上回った場合 定員に満たなかった場合 

７月２２日
(月)９：００ 
 ～ 
７月２６日 
(金)12：00 

７月２６日(金)12：00
まで受付 
※14：00から丸山公
民館で「抽選」（公開）を
行います。 

7月２６日(金)以後は、定
員に達するまで先着順で
受付します。 

受講可能な方には７月２９日以降、丸山公民館
から電話連絡します。 

７月（文月） 
 おかげさまを持ちまして、第１００号
を発行することができました。 
 これからも公民館をご利用いただけま
すよう、お願い申し上げます。 
 暑さが厳しくなってきますので、教室
参加の際には、各自で暑さの対策も、お
願いいたします。 
 公民館は、「まなび」・「つどい」・
「つながり」の場です。仲間づくりや、
知識の習得に、公民館の講座をぜひご利
用ください。 

②海を渡ったアワビ採り ～語り継ぎたい、明治に太平洋を渡った房州人の話～ 

日時・場所 
日時 ８月１８日（日）１０：00～１２：００  
場所 丸山公民館 

 
 
 内容 明治時代、南房総のアワビ漁師たちは米国モントレーに渡り、ヘルメット型器械式潜水具を使ったア

ワビ漁を始め一大産業を築きました。食文化に大きな影響を与え、米国の人々 とも友好的に暮らして
いましたが、戦争により交流が途絶え、アワビ漁師たちの歴史は埋もれてしまいました。戦後に残っ
た数少ない資料をもとに漁師たちの歴史をひもときながら、展示資料の解説も行います。 

講師房総アワビ移民研究所 鈴木政和 氏、山口正明 氏 

定員 ３０名 参加費 持ち物 参加費無料 

公民館講座のお申込みについて 
１ お申込みは丸山公民館窓口、または電話（46-4031）にて受け付けます。 
２ 1講座は2名までの申込みとします。（本人と、もう一人まで） 

④親子で「アロマヨガ」体験！ ～親子で一緒に体験してみよう～ 

日時・場所 
日時  ①８月１９日（月）②8月26日（月） 
    ※①②どちらかを選択 各回とも19：00～20：00  
場所 三芳農村環境改善センター （南房総市谷向１０９番地１） 

 
 
 
 内容  「子育て中だけどヨガをやってみたい！」「子どもと一緒にやってみたい！」そ

んな方にオススメの講座です。アロマセラピーの「よい香」がただよう会場でアロ
マとヨガで、リラックスしてみませんか？  
講師  日本ヨガインストラクター協会1級講師アロマ協会アロマテラピーアドバイザー 川端ゆみ 氏 

定員 
①小４～小６の親子優先 15組 
②小１～小３の親子優先 15組 

参加費  
持ち物 

参加費無料 ヨガマット 
(バスタオル代用可) 飲み物 

③南房総の土木遺産ツアー（トンネル編） ～三芳・富浦・富山のトンネルを巡ろう～ 

日時・場所 
日時  ８月２０日（火）９：00～１５：００  
集合場所 丸山公民館  

 
 
 
 
 
 
仲尾沢トンネル 

内容 南房総には地域を結ぶ古いトンネルがたくさんあります。古いトンネルを見学しな
がら地域の交通や土木技術の歴史を学びませんか？（見学行程に徒歩区間あり） 
【行程】 
丸山公民館9:00＝＝旧遠藤隧道9:15＝＝仲尾沢トンネル10:20＝＝昼食11:30＝
＝小浦国道下トンネル12:00＝＝木の根隧道・原田山林道12:40＝＝富山登山者駐
車場14:40＝＝丸山公民館（解散）15:00                            講師 忍足利彦 氏  

定員 ２０名 
参加費  
持ち物 

参加費無料 【防暑対策】 

弁当・飲み物 懐中電灯またはヘッドライト  
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お問い合わせ 〒299-2512 南房総市岩糸2489番地 南房総市丸山公民館 ℡46-4031 



日時 8月24日(土)【初電】18：00～【終電】19：30 
   8月25日(日)【初電】 9：00～【終電】15：00 
場所 南房総市 丸山公民館 （南房総市岩糸2489） 
   （内房線 南三原駅下車 徒歩25分） 
協力 さざなみ鉄道倶楽部 JR東日本館山駅  

   日本鉄道OB会館山支部 
 

 
 

⑤生きていりゃこそ ～日々の生活の応援歌～      【丸山地区生涯学習推進員講座】 

日時・場所 
日時  ８月２２日（木）１３：３0～１５：００  
場所 丸山公民館  

 
 
 
 
 
 

内容  日々の生活でお坊さんのお話を聞くことは少ないかもしれません。肩肘張らない
「生きていりゃこそ」と題したご住職ならではの楽しいお話と、令和時代を向かえて
遠くなりつつある昭和時代の懐かしい歌を合唱したり、懐かしいスタイルの紙芝居を
見たりして、愉快なひと時をすごしてみませんか。講師 正林寺住職 大串大慈 氏  

定員 ３０名 参加費 持ち物 参加費無料 

あつまれ！ 

申込み不要  
入場無料 

 
 
 
              

日時 8月24日(土)【初電】18：00～【終電】19：30 
   8月25日(日)【初電】 9：00～【終電】15：00 
場所 南房総市 丸山公民館 （南房総市岩糸2489） 
   （内房線 南三原駅下車 徒歩25分） 
協力 さざなみ鉄道倶楽部 JR東日本館山駅  

   日本鉄道OB会館山支部 
 今年で開催５回目を迎える「鉄道模型とプラレールまつり」 
 会場では、さらに楽しい展示を用意して皆様のご来場をお待ちしております。 
 

⑥見た目で変わるメーキャップ～ベース作りからやってみましょう～【白浜地区生涯学習推進員講座】 

日時・場所 
日時 ９月４日（水）１３：３０～１５：００  
場所 白浜コミュニティセンター （南房総市白浜町白浜14955番地） 

内容  自分の顔立ちを活かしたい方、印象を変えてみたい方、基準となる美しいバラン
スを知り、正しい手順でメイクすることで、失敗することなく、「キレイ」に仕上
がります！ ぜひ一緒にマスターしてみませんか？ 

講師 元資生堂化粧品アドバイザー 加瀬貴代美 氏 

定員 ２０名 
参加費 
持ち物 

参加費無料  
鏡（机上で自立するタイプ） 眉を描くもの 口紅 
紅筆 お手持ちのファンデーションやコンシーラー
等 ティッシュ 

７月２７日（土） 
19：00～ 
とみうら元気倶楽部 

「ボス・ベイビー」 
赤ちゃんがおっさん！？にギャッ
プ萌え続出！“ポスト・ミニオ
ン”ともいえる愛すべきキャラク
ターが誕生！黒いスーツにブリー
フケース、ネクタイを締め、チャ
キチャキと歩くボス・ベイビーが、
世界を揺るがす陰謀を阻止するた
め、兄ティムと共にある作戦に挑
む。誰もが楽しめ、そして心温ま
るボス・ベイビーワールド！ 

７月２８日（日） 
19：00～ 
三芳農村環境 
    改善センター 

「ピーターラビット」 
名作絵本を映画化したコメディ・
アドベンチャー。イギリスの美し
い湖水地方の田舎町を舞台に、画
家のビアや仲間たちと楽しい毎日
を送るウサギのピーターが、自分
たちの快適な生活を守るべく都会
から来た青年トーマスと、熾烈な
攻防を繰り広げるさまとをコミカ
ルに描く。 
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南房総市文化財イベント 
「南房総歴史フェス2019」 
日時 ８月１６日（金）１６：００～１９：００ 
     １７日（土）  ９：００～１６：００ 
     １８日（日）  ９：００～１５：００ 
場所 南房総市丸山公民館 

 南房総市が所蔵する歴史的資料（土器・古民具
など）を広く皆様にご覧いただくため、この夏だ
けの歴史展示室がオープンします！ 会場では、
学芸員が展示物の解説をしたり、勾玉作りなどの、
体験イベントや、より詳しく歴史などを解説する
講座も開講！ 
 見て、聞いて、体験して、この夏は歴史に触れ
てみよう！ 

おもな予定イベント 
８／１６ ①こども向け勾玉つくり 
       自分だけの勾玉を作ろう！ 

     ②学芸員の展示物解説 
       この夏だけの展示室がよりわかりやすくなるために、 
          解説会を開催します。 

８／１７ ①学芸員の展示物解説 
     ②安房地域の学芸員が語る「学芸員リレー講座」 
       安房地域の学芸員がそれぞれの専門分野から見た安房につい 
           て熱く語ります。 

      ③組み紐体験 
           甲冑などに用いられた組紐を学んで、実際に作ってみよう！ 

８／１８ ①学芸員の展示物解説 
     ②出張図書館 
       歴史系の図書を出張貸し出しします。 

     ③「甲冑着用体験」 
      甲冑を身に着けて武士になりきってみよう 

     ④古文書解説 
    ⑤海を渡ったアワビ採り 
など・・・他にもイベント開催予定です。 
詳細は、後日公民館などにポスター掲示します。 


