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武蔵野市は昭和 22（1947）年に誕生し、今年で市制施行 70周年を迎えます。武蔵野市社会教育委員制

度は、いつ、どのように成立したのでしょうか。

振り返れば、明治・大正期に、武蔵野市にあたる地域では、社会教育の一環として、青年会や青年団

が結成され、講習夜学会などの活動が盛んに行われていました。しかし、戦時体制下になると、これら

の活動は組織化され、「在郷軍人分会」や「愛国婦人会」が新たに結成されます。社会教育は、国の統制

的指導の色が濃くなる中、教化的性格を強めていきました。戦後、社会教育の本来の姿に立ち返るべく、

平和で文化的な新しい国の建設を願い、昭和 21（1946）年、文部省（当時）の通達に基づき、都道府県、

市町村に社会教育委員制度が設けられました。社会教育委員制度は、国民の教養や公徳心の成熟を目指

し、地域の自発的学習活動を振興するため、民主的行政制度として新たに発足したのです。

武蔵野市では、昭和 30（1955）年に「武蔵野市社会教育委員に関する条例」が制定され、社会教育委

員の活動が本格的にスタートしました。以後、本市の社会教育委員は、市民の皆さんの声に支えられて、

市の社会教育を充実・発展させるための活動に従事しています。（出典：武蔵野市教育史 第１～３巻）

身近で自然の魅力を満喫できる「むさしの自然観察園」

吉祥寺の北にあり、まだまだ知る人ぞ知る施設が「むさしの自然観察園」

です。この施設は植物や昆虫など身近な自然について学ぶことができ、市

民の皆さまに多彩な自然体験プログラムを提供しています。

園内には、700 種もの植物が茂り、目線の高さで樹木を観察できるよう

に工夫されています。四季折々に咲く山野草も魅力のひとつで、新しい

季節の訪れを感じることができます。そして最大のポイントは、小さな

流れと多くの植物が植えられているケージです。外の世界とは遮断され

ている空間なので、警戒心をなくしたチョウが安心してフワフワと優雅に

飛び、トンボも間近でじっくり観察することができます。初夏にはケージの中のホタルがやさしい光を放

ち、異空間へ足を踏み入れたようで、毎年 500 人もの方々がその姿を見に訪れ

ます。管理棟には、身近にいる生き物（ギンブナ、モツゴ、ドジョウ、アカハ

ライモリなど）や昆虫が飼育されていて、手に取って触れることもでき、その

感触や表情に新鮮な驚きを感じることでしょう。子供から大人まで、それぞれ

の楽しみ方でゆったりと時間を過ごすことができます。コンパクトな施設なが

ら、自然の魅力を満喫できる「むさしの自然観察園」にふらっと気軽に遊びに

行ってみませんか。（白田）

むさしの自然観察園（入園料なし）住所：吉祥寺北町 3-12 TEL 0422-55-7109

見学：火～金曜日 13 時～17 時、土～日曜・祝日 10 時～17 時
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平成 29 年度補助金審査

今年度も「子ども文化・スポーツ・体験活動支援事業費補助金」および「生涯学習事業費補助金」の

募集が行われ、それぞれ 14 団体、10 団体から交付申請がありました。5 月 16、23 日に行われた審査会

では社会教育委員が審査員として、各事業が補助の趣旨に合致しているかを公正に審査し、審査員の意

見を参考に生涯学習スポーツ課が交付金額、指摘事項を確定させました。

① 子ども文化・スポーツ・体験活動支援事業費補助金（申請：14 団体 交付：14 団体）

団体名 事業内容

1.むさしの・こどもエコフォーラム 地球の歴史と生物の進化に関する「親子学習会」と「記念誌の刊行」

2.少年インディアンス 野球体験＆もちつきインベント

3.むさしのママ’Sミュージック（MMM） 親子で楽しむコンサートシリーズ

4.千川おやじの会 防災宿泊体験

5.境南地域運動会実行委員会 境南地域運動会

6.早稲田大学校友会武蔵野稲門会 マナーキッズの実践

7.吉祥寺ミニバスケットボールクラブ ブルーサンダー ミニバスケットボール体験会

8.関前南おとうさんの会 防災宿泊体験

9.武蔵野青少年柔道会 ボッチャを知ろう

10.武蔵野子供百人一首会 こどもかるた大会

11.三精会 子ども能楽ワークショップ

12.境南小学校 PTA おやじの会 バブルサッカーを楽しもう

13.武蔵野市柔道連盟 第 2回ぼんぞう柔道教室

14.吉祥寺おてぶしの会 わらべうたで遊ぼう

② 生涯学習事業費補助金（申請：10 団体 交付：9団体）

団体名 事業内容

1.武蔵野市老壮連合会 老壮シニア講座・趣味の作品展

2.武蔵野市民交響楽団 アンサンブル・ダ・カーボ 第 94 回吹奏楽定期演奏会

3.自由大学銀蹊会 銀蹊会寄席

4.RB-SOUL 東日本大震災復興支援チャリティイベント「Keep Smile Forever」

5.玉川上水を守り育てる武蔵野市民の会
玉川上水・分水網・流域の緑と歴史と環境を学ぶ～未来遺産としての

価値と課題～

6.ジモッピーＮ（ネット）－市民会館と地域をつなぐ会- むさしの再発見-身近な「緑と水」を子育て・子育ちに活かす-

7.関前南地区地域運動会実行委員会 関前南地区 第 45 回地域運動会

8.「むさしの」から映像文化を育てる会 映画制作サポート体験とそのメイキング映像制作

9.公益社団法人武蔵野青年会議所 第 2回 Musashino Global Challenge!

平成 28 年度補助金交付実績

昨年度、「子ども文化・スポーツ・体験活動支援事業費補助金」および「生涯学習事業費補助金」を活

用して事業を実施した団体から実績報告が提出されました。

補助金名 交付団体数 交付額（円） 実績額（円）

子ども文化・スポーツ・体験活動支援事業費補助金 13 団体 2,239,780 2,000,945

生涯学習事業費補助金 ９団体 1,731,050 1,696,863
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管外研修レポート in 甲府市

宮川大輔氏の講演を聞く委員

平成 29 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会

4 月 22 日（土）に東京工科大学メディアホールにて開催

された「平成 29 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会

定期総会」に出席してまいりました。総会では、平成 28 年

度の事業報告、会計報告、平成 29年度の事業計画（案）、予

算（案）、役員（案）についての議案がいずれも原案どおり

採択され、宇佐見議長の挨拶により、閉会となりました。引

き続き、八王子学園都市大学学長・元東京都副知事の青山佾
やすし

氏による「成熟社会における生涯学習」と題する大変示唆に

富む講演が行われました。初めて総会に参加させていただき

ましたが、東京各地から多くの委員が集まり、こうして情報

や意見を交換することが、各地域での社会教育を支えている

ことを実感いたしました。

本年度は武蔵野市が東京都市町村社会教育委員連絡協議会の副会長となりました。（竹内）

戦国大名として名高い武田信玄が治めた城下町「甲府」。平成 29 年 2 月 21 日（火）に社会教育委員管

外研修として、他市の生涯学習事業、社会教育施設などについて視察し、本市の生涯学習への活用・反

映を図ることを目的として、平成 31 年に開府 500 年を迎える甲府市で視察研修を行いました。

まず、甲府市役所においては甲府市長より、甲府市の歴史や開府 500 年に向けての心意気をお伺いし、

教育委員会の方々とは、生涯学習としての学びの取り組みについて

意見交換ができました。山梨県立図書館は、外観も室内も山梨らし

さを取り入れ、本と接するだけではなく、人と人とが交流し合う空

間として時代に合った工夫がありました。その中でも絵本の観覧車

は、子どもだけではなく、大人でさえ魅了するものでした。「D＆DE

PERTMENT」は、地元で作られ、使われ続けている特色あるもの販売

するセレクトショップでした。山梨のお土産にもってこいの物ばか

りで目移りしてしまいました。（亀井）

昨今、増加している大型書店やインターネット書店はいわば「目

的」にあった本を探すのに比べ、春光堂書店さんは「目的」を見

つけるための本屋さんでした。本当の目的を見失いがちな今の世

の中、このようなコンセプトの本屋さんは地域に住む人々の心を

豊かにし、学習意欲を高める素晴らしい存在であると感じました。

また、近未来的な造りの山梨県立図書館を視察した後、春光堂社

長である宮川大輔氏よりご講話を頂き、郷土を愛する想いと本に

対する熱い情熱を伺うことができました。

一日という限られた時間の中、とても有意義な研修になりました。

今回、学んだ事や感じた事を武蔵野市の取り組みにも参考にしていきたいと思います。（堀内）
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■社会教育委員 日々の活動紹介■

私設図書館と子ども食堂

宇佐見 義尚

現代アジア研究の板垣與一（1908-2003）の蔵書・

遺品を中心とした「板垣與一文庫」が、この度改組

して「板垣與一記念館」となりました。記念館には、

板垣與一、小島清、宇佐見義尚の蔵書が約１万冊と

「子ども文庫」（小宮山量平・理論社の児童書を中

心に）が約８百冊。また、記念館には、アジア政治

経済研究所、緑陰講座、緑陰ゼミナール部門があり、

付属のカフェ「南ヶ丘」では、月 2～3回を「ジジ

ババ子ども食堂」に開放しています。子ども食堂で

は、子どもと大人が本を身近において季節の食事を

楽しみながら思い思いの時間を過ごす、そんな場所

になっています。子ども食堂の開催は、原則として

毎月第 4 金・土・日曜日、11 時 30 分～18 時。場所

は、群馬県安中市松井田町人見 225-1。写真は、9

月 22 日第１回ジジババ子ども食堂の様子。

武蔵野市民芸術文化協会

荒井 惠凰

「武蔵野市民芸術文化協会」は昭和 63 年の創

立以来、市民文化祭をはじめ、多種多様な自主事

業や芸術講座などを展開してまいりました。

今年の「薫風フェスタ」では、市制施行 70 周

年を記念し、「美空ひばり生誕 80 周年」と「武蔵

野の文化・芸能」との共演を行いました。お陰様

で1,453名の来場者を迎え盛大に開催することが

できました。秋の市民文化祭は、市内各文化施設

で 20 種のイベントを開催する予定です。是非、

皆さまに足を運んで鑑賞して頂ければ幸いです。

また、来年は武蔵野市民芸術文化協会設立 30

周年を迎えま

す。心に残る 30

周年の記念イベ

ントを開催する

予定ですのでご

期待ください。

写真は、平成 29

年薫風フェスタ

チラシ

■ 図書館で見つけた！社会教育委員イチオシの本■

『井の頭公園 100 年写真集』（ぶんしん出版 2017 年 5月 1日発売）

大正 6年（1917 年）5 月 1 日、日本で初めての郊外公園「井の頭恩賜公園」が誕生

した。開園から 100 年の歴史と時代の求めに応えながら、変遷した歩みを写真で顧

みることができます。（亀井）

姉妹書『井の頭公園いきもの図鑑』

（編著 髙野丈、ぶんしん出版

2017 年５月１日発売）

鳥が 2羽、2 階窓際の椅子に 2人、

子供の上着の色、ムーバスの模様、＋記号

A４規格/168 頁

四六判変形/オール

カラー/256 頁
第 59 回全国社会教育大

会 北海道大会の様子は

次号でご紹介します。

お楽しみに！

←大会会場前にて
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