
館長だより 2020.4. 12   All Fight 1  大きな心で 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 6日まで新型コロナウイルス対策の一環とし

て休館となっております。ご不便をおかけしてもう

しわけございません。玄関に「うれしいことば、や

る気アップする言葉」をカレンダー形式で表示して

おります。大きな心と学ぶ心をたいせつにしていき

ましょう。よろしくお願いいたします。 

 

 ほっと市民館「なるほど四字熟語」 

※お気に入りの四字熟語を選んでみてくださいね。 

①虚心坦懐（きょしんたんかい 心にわだかまりなく落ち着

いていること） 

②金科玉条（きんかぎょくじょう 守り抜く信条） 

③捲土重来（けんどちょうらい 再び巻き返すこと） 

④一日千秋（いちにちせんしゅう あることや人を一日が千

年に思われるほど待ちこがれること） 

⑤一意専心（いちいせんしん 心動かされず、集中すること） 

 



ALL FIGHT 美術館 The Hope &Peace Gallery 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 おばあちゃんの日課
  

 



館長だより 2020.5. 16   All Fight 2  明るい心で 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２6日（火）より開館です。ソーシャルディス

タンス（互いの距離を 1～２M 以上あけて）や定期

的な換気、マスク着用と手洗い・アルコール消毒、

37.5 度以上の発熱をしている方、発声や高唱を伴

う活動、ダンス等はしばらくご遠慮願います。 

 臨時休館中に、本館内

すべての箇所のワックスがけ、障子

貼り、さらにボランティアの方々の

お手伝いを得ての南駐車場整備を

行うことができました。多面的、重

層的に環境を整えていくことは持続

発展に必要なことです。当たり前

だと思っていることに気づくこと

から感謝の心、明るいにスイッチ

が入ります。一眼二足、確かなマ

インドセットをもって一歩一歩前に進んでいきましょう！ 

青陵中 浅井英雄校長から

も「エール」をいただきま

した！ 



ALL FIGHT 美術館 The Hope &Peace Gallery 

  花×「愛」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  つつじ×あい  

 



館長だより 2020.6.2    All Fight 3  ありがとうの心で 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 22 日（金）と 30 日（土）牛川小学校高学年児童がボランテ

ィアで本館の周りを丁寧に最後まで落葉をはき、ごみを拾ってきれい

にしてくれました。「たばこの吸い殻やアイスの包みなどがけっこう

落ちていました。５３０の気持ちをもって捨てないのが一番だと思

う」と話しています。子どもが動けば大人も動きます。逆も真実ですね。地域のひとりとしてフッ

トワークよく気づき考え行動をしている姿をみてうれしく頼もしく思っています。 

さて、ふわふわ言葉を中学生や 80 代の方から教えていただきました。『ニューノーマル』への

ステップ１は私たちの言葉と考え方と行動はつながっているという事実に気づくことからだと思

います。人は触覚、嗅覚や味覚といった感覚が信頼関係をつくるとも言われています。豊かな環境

のこの地域‥5 月 25 日、本館玄関前と東側遊歩道花壇に植え替えた「ペチュニア」を愛でていた

だきながら会話を楽しんでいただければ幸いです。 

 Reopen した日、劇団四季に所属してみえる講師の先生から、「青陵さわやかセミナー」の持ち

方（配慮と工夫）についての相談がありました。少しでもこれからの生活に

活かしていただけるようにと（小声で）母音の発声練習なども行っていきた

いが‥などといったことでした。これらは、まさに「ケア＆コネクト（配慮

と思い合う力でつながっていく）」精神であり、感心した次第です。人と人の

適切な距離を保つよう部屋等を利用していただく際に人数制限を行っており

ます。手洗い・手指消毒、咳エチケットやマスク着用など主体的にお守りい

ただくようお願いいたします。 

 さて、NHK 朝の連続テレビ小説「エール」のモ

デルでおなじみの古関金子さんは現在の旭小学校

の前身「豊橋高等女学校」で学び、オペラ歌手をめ

ざしました。旭小の本年度のテーマは「エール」―

Nice try! Nice challenge!と田澤順子

校長先生がリードし、子どもたちを愛

情深く応援し続ける意気込み・取り組

みに共感を覚えます。学校での学びが

リスタートした時期に各学年ともみご

とな「版画」を完成させております。

【オールファイト！美術館】にて「展

示」させていただけることになりました。「エール」を送りなが

ら「ご鑑賞」をお願いいたします。 



ALL FIGHT 美術館 The Hope &Peace Gallery 

2 年「おもしろいかお」紙版画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 年「とんとん体操」紙版画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 年「こん虫に乗って」紙とさまざまな素材版画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５年「昔話の一場面」木版画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６年 抽象表現「好きな飲み物」木版彫り進み版画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        館長だより 2020.6.2    All Fight 4  ありがとうの心で 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

「さわやかセミナー」参加者の「ふわふわ言葉」と感想 

６月５日（金） 心も体もストレッチ‥無理なく

チャレンジできることからはじめ、心落ち着くポーズ

やエクササイズを進めました。血流促進、柔軟性向上、

個人もチームも「調和」のたいせつさを実感すること

ができました。 

【○講師の先生へ △お仲間などへ □よかったこと】 

○笑顔だけでこんなに運動能力がちがってくるとはびっくり。気楽にお話を聞くことがで

きました。ありがとうございました。 

笑顔で生活することの良さを教えていただきました。ヨガや耳の運動は初めてでした。笑

顔がかわいいです。気持ちが楽になります。毎日やります。これからもよろしくお願いし

ます。 

△いつもにこにこが大切 皆様にお会いできて大変よかったです。皆さん、顔なじみ。心

配しましたが来て良かったです。 

□楽しく参加できました。毎日の運動の参考になります。笑顔の効果のすばらしさを知る

ことができました。ありがとうございました。毎日、身体を動かし健康を保つこと。体調

がよくなっていくようですばらしい。目からうろこ、楽しかった。「ヨガって難だろう？」

‥少々わかりました。ひとりではなかなかできないことがみんなとできて楽しかったです。

今までこういうところへ出たことがなかったのでこれから笑顔で毎日を過ごしたいです。 

６月 10 日（水） 

 す-ぱ-保健師、松下美津枝先生率いる包括支援センター

「チーム 7」が 16 名の参加者に健康の秘伝を伝授いたしまし

た。「今私たちができることは」をテーマに握力や５ｍ歩行、

片足立ちなどの計測と分析、さらに 2 種の体操を通しての筋

力づくりやストレッチ、「エールに合わせての体操」なども紹



介していただきました。 

 

６月 12 日（金） 

 「あとでレントゲンとろうね。話が終わっちゃった‥」など軽快な

漫談で詐欺にひっかからないようにと勝笑さんと平松さんが親身に

なってお話をしていただきました。「あれっおかしいね」と気づく心

をもち、冷静に対応する。相談できる仲間の輪を広げていくようにし

ましょう。 

【○講師の先生へ △お仲間などへ □よ

かったこと】 

○気分が若返りました。いつもわかりやすいお話をありが

とう。勝笑さんのお話は楽しく、時間を忘れてしまいます。

ありがとう。家族で合い言葉を決めることはよいことだと

思います。 

△毎回友達にお会いできてうれしいです。 

□今日 

一日明るく暮らせます。ここまで来ることが元気のあかし。ありがとう。 

６月 17 日（水） 

 「4500 年前メソポタミアに発し、シルクロードを渡って織田信長の時代に大阪・堺港（日

本）へ。そして時代は令和・森の中の市民館にて 150 年前、津軽地方で大変苦労しながら

編み出した仁太坊（にたぼう）さんを偲んで創られた名曲も披露していただきました。 

生演奏で出る超音波で免疫力アップー弦の黄色はウコン。中国では勝ったときよりも価

値が高まる紅木、タイマイのべっ甲を素材にしたバチ‥お囃子をいれながら感動の拍手と

マスクの上から笑顔がいっぱいの時間を過ごしました。 

【○講師の先生へ △お仲間などへ □よかったこと】 

○すばらしい音の三味線演奏、すてきでした。 

 はじめて聞きました。ありがとうございます。

今日一日の糧となります。 

 力強い演奏でした。さすがプロ、感激しました。 

△いっしょに音楽を聴いたり、歌ったりはいつも

ありがたく思います。 

□すごく繊細な楽器だと改めて感じました。 

今日も出席させていただきありがとうございま

した。 

 迫力がありますね。力強いバチさばき、大好きです。感動しました。 

 



６月 19 日（金） 

 「TV のニューススタートの音楽でも自然にリズムをとって振り付けをしています」と市

野ゆみ先生。人生はロングラン＊ロングトーンで生きましょう。ぐっとつかんでぱっと離

す‥夢と希望の配達人のお二人の先生方のおかげで体を心地よく動かし、楽しさをいっぱ

い感じました。 

【○講師の先生へ △お仲間などへ □よかったこと】 

○今日はミュージカル。楽しいひとときをありがとう。S 席でよく見えうれしく思いまし

た。 

わかりやすく楽しく学びました。ありがとうございます。 

△ 

□体を動かし頭で音楽を聴き最高でした。90 歳です。 

久しぶりに楽しいひとときが過ごせました。雨の日に決心して来て本当によかったです。  

 

 

 

 

 

６月 25 日（木） 

 青陵地区市民館を本拠地として多方面

にてご活躍、「お笑い配達人」今村敬さん

（笑福亭仁鶴さんのお弟子さん）の落語、

元気いっぱい‥ファンも満喫したひとと

きとなりました。 

 

【○講師の先生へ △お仲

間などへ □よかったこと】 

○「こわーい話」だんだん面白くなりまし

た。声が大きく聞き取りやすいです。 

天狗連の話術はいつ聞いても楽しいで

す。とても気分が晴れました。 

△おもしろいので仲間を誘いたいです。 

□頭の体操、話のテンポ、楽しいです。ヘルメットさん、一人でばんばっていただき、あ

りがとうございました。この時期に落語、楽しかったです。さわやかセミナー、毎年楽し



みにしております。ここまで来ることは努力

のいることですが、それが張り合いにつなが

ります。 

 

 

６月 26 日（金） 

 「低音、高温‥正しい呼吸、正しい出口で

息を流していきましょう。高い音は富士の裾野のように腰をさげて出しましょう。寒いと

きにハーっと息を出すときの感じをイメージして。」適切で一流のレッスンで参加者は大満

足なひとときを過ごすことができました。大好き、講師の先生方。大好き！ミュージカル。 

【○講師の先生へ △お仲間などへ □よかったこと】 

○「人生最高だよ」まさにダンシングクイーンの詩

のとおりだと思いました。初めての経験‥楽しくて

若返りました。 

ドジですが、よい運動にもなりました。ダンスって

いいですね。孫といっしょに体を動かします。 

△仲間がいてたいへんうれしかったです。 

□家に閉じこもっておりましたが、たいへん楽しか

ったです。思い切って参加してよかったです。来年

も機会をつくってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FM：青陵地区市民館のモットー・運営状況について教えてください。 

鈴木：地域と世界中の人がつながり，青陵で笑顔になる‥そんなイメージでスタートしました。目

標はふるさと及び国際社会に愛着、リスペクトの意識をもって生涯にわたって学び続ける「学習者」

を増やすこと、生きがい・生きる力づくりに貢献し、地域の教育活動の活性化と地域への愛着を深

めることにつなげたいと日々努めています。 

キーワードは ケア＆コネクト‥配慮と工夫に努め、持続可能な取り組みを進めていきます。 

本館では季節の鮮やかで健気な花を主事が心を込めて生けております。周囲には公園の木々の緑が

心を和ませてくれています。市民愛市憲章も、「心をあわせ美しい町をつくりましょう」から始ま

っております。人の根本は心‥令和の時代、今こそ譲る心をもち共感でつながっていくことが大切

ですね。近隣の小中学生の仲間たちが清掃等のボラティアを行ってくれています。世代がよりよく

つながり、互いを大切に思い、未来への責任を意識しながら生活していくことが大切だとスタッフ

一同「愛・地球市民館」めざして取り組んでおります。 

 

FM: しばらく臨時休館となっていましたね。講座はどのように実施いていますか？ 

５月に予定していた３講座を６月に移行し、７回のセミナーを実施いたしました。 

６月５日、ヨガの先生から体と心をほぐすことを教わった参加者の声を少し紹介します。「笑顔だ

けでこんなに運動能力がちがってくるとはびっくり。気楽にお話を聞くことができました。ありが

とうございました。 

笑顔で生活することの良さを教えていただきました。ヨガや耳の運動は初めてでした。笑顔がかわ

いいです。気持ちが楽になります。一日明るく暮らせます。ここまで来ることが元気のあかし。こ

れからもよろしくお願いします。」 

 

FM: 対象はどんな方ですか？ 

高齢者の皆様が対象の講座でした。長年、劇団四季の団員でオペラ座の怪人などに出演した講師ら

によるの「ミュージカル入門」では、「音楽の楽しさに出会いました。体を動かし頭で音楽を聴き

最高でした。90 歳です。」と年齢まで書いていただいた方もみえます。講師の先生も、出会いに

やりがいを感じてみえたのが印象的でした。 

また、津軽三味線の演奏に、「はじめて聞きました。ありがとうございます。今日一日の糧となり

ます。」と９４歳の女性が感想を書いていただきました。今後、市民大学講座トラムでも『津軽三

味線全５回』を実施いたします。さらに 知っトク！豊橋ゼミナールでは、『吉田城 仁連木城と

全久院 全４回』 を予定しております。 

 

FM: 青少年の健全育成、SDGｓも市民館のテーマの一つですね。心を育てる取り組

みなど展開されていますか？ 

子どもは地域で育ちます。そして地域は子どもで結ばれます。そういう意味で地域を支えるユース

サポーターの育成を心がけております。ありがたいことに、臨時休館中、そしてそれ以降も小中学

生ボランティア児童が本館の周りを最後まで丁寧に落葉をはき、ごみを拾ってきれいにしています。



        館長だより 2020.7.25    All Fight 6  感謝の心で 

 
 

 

『たばこの吸い殻やアイスの包みなどが落ちていました。【５３０】の気持ちをもち、捨てないの

が一番だと思う」と話しています。子どもが動けば大人も動きます。地域への【思い】を忘れずに

フットワークよく、気づき・考え・行動をしている姿をみて、うれしく、頼もしく思いました。 

「ふわふわ言葉」って耳にされたことがありますか？感謝や人をうれしくさせるパワフルな言葉を

いいます。「人を励まし、認め合う言葉を大切にし合って温かで豊かな町を共に創っていきましょ

う」と「市民館だより」を通して、また、校区の小中学校を回って呼びかけさせていただきました。

たくさんの子どもたちや、先生・地域の皆様から紹介していただき、HP に掲載しております。「人

を気遣うと心が満たされ【思いやりのバトン】が渡されていって困ったときには助けてくれる人

が出てくる。心がきれいにもなっていきます」と小学生が気持ちを寄せてくれました。子どもたち

からの言葉を市民館玄関に日めくりカレンダーで毎日掲示しております。１１月８日実施予定の

「市民館祭り」にもオリジナル版の掲示を予定しています。認め励まし合う風土を一歩一歩醸成し、

ますます楽しく美しい地域社会になっていくこと願っています。 

 

FM: 最後に PRしたいことなどあればどうぞ 

鈴木： 地域は屋根のない学校とも言われます。地域のキーステーションとしてスタッフと運営委

員の皆様が心一つに「人と地域の夢が育つ取り組み」をめざす『青陵地区市民館、５つの安心！！』 

１ さわやかで元気なあいさつが飛び交う安心 平成１９年に全館リニューアル 灯台のような

モダンなデザインの建物です 

２ ５６の自主 G が日々楽しく学びを深めている安心 ３５畳の和室や広い多目的室もあります 

３ 森の中の市民館‥強風でも樹木がさえぎってくれる安心 図書や学習室もマナー良くたいへ

ん多くのご利用をいただいております   

４ 高台の牛川遊歩道公園内に立地しており、地盤が固いので安心  防災倉庫もあります 

５ 「トヨッキースクール東田」「のびるん de スクール牛川」などを含めて、小中の推進する「ESD

活動」を応援しています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 2５日（土） 

「親子セミナー そば打ち体験」参加者の感想 

Q 家庭教育について知りたい分野は？ ・料理教室 ・ぬか漬けを子どもとつくりたい ・親子

で DIY ケーキづくり 裁縫教室 ・食育はとても大事ですので、楽しく料理に興味がもててよか

ったです。コミュニケーション方法についても学んでみたいです。 



館長だより 2021.1. 14   All Fight 1  大きな心で 

 
 

 

Q 全体を通しての感想は？ ・そばの味がしっかりしていて太

麺だったけれどおいしくいただきました。・講師の方々に大変お世

話になりました。親切に、てとりあしとり教えていただきありが

とうございました。・貴重な体験ができました。子どもが楽しめた

ことが一番良かったです。・こねるところがたのしかった（子ど

も） ・切るのがむずかしかった（子ども）・そばが細くきれて楽

しかったです（子ども）。・楽しかった、おいしかった（子ども） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

喜色満面！オールファイト  

 9 月 13 日(日)の朝、牛川遊歩公園にて、雨で流された土砂や葉で側溝がつまって

いるのに気づき、本館の利用者さんがきれいにしてみえました。「いつも歩かせていた

だいているので自然に体が動いて‥」といってみえました。《幸せのカギ》は温かな眼、

そして「想い」と言葉。主体性と協調性はコインの裏表のようなもの‥①決めごとを

守る ②熟考する ③助け合う・支え合う という３つの視点で地域とご家族の成長

私たちはこの 4 月に 6年生になりまし

た。小学校生活は今年で最後です。最高学

年として、積極的にチャレンジしていこう

と思っていたところ、新型コロナウィルス

感染症の広がりで休校となりました。 

数々の思い出をつくろうとしていた学校

行事がなくなっていく中、青陵地区市民館

まつりのオープニングでソーランが踊れる

と聞いて、とてもうれしくなりました。下

条小では、毎年運動会で 6 年生が中心にな

って高学年がソーランを披露します。運動

会がなくなり、踊れなかった分も力いっぱ

いがんばります。 

 

9月 17日(木曜日)、青陵中学校第 73回体育祭が行

われました。学校全体で動く行事としては初‥《青瞬》

のテーマ通り、一瞬に全力を出し切る姿に応援者も自

ずと真剣に。全員リレー、大縄跳びなど一瞬一瞬を大

切にしようという思いは心一つに精いっぱいがんば

ろうという生き方につながっていきます。「この仲間

でやりとげた！」という思いで満たされ、勝ち負けを

超えた大切なことを実感したことでしょう。 

私たちの地区市民館まつりも彼らのように「大切な

もの」を見つけ、認め励まし合って『笑顔』というバ

トンを次へとつなげていけるように努力してまいり

ます。ご協力をお願いいたします。 

 



和室での発表会では、大人に混じって本校の児

童が楽しそうに活躍している姿を観てほほえましく

感じました。アットホームで温かな雰囲気の優れた

発表の場だなと思いました。展示室では、校区の

皆様や子どもたちの力作がずらり。皆さん、趣味を

活かしてみえてすてきだなと思います。  

《牛川小 栗本久子校長》 

につなげていきましょう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

「地域の市民館で日頃の発表を世代がつなが

って楽しんだり、近所の人が応援に来てくださ

ったりして、とてもすてきな時間を過ごすこと

ができました。一緒に手拍子を打ってくださっ

たり、温かで優しい気持ちが伝わったりしてき

ます。いつもより良い音色が出せたような気が

しました。マスクの下は満面の感謝の笑みでした。 

これからも楽しくウクレレを弾いてみんなで年を重ねていきたいと思います。感染防止への配慮や工夫がされ

ていて安心できました。ありがとうございました。」という手紙をいただきました。 

地域の子どもたちもボランティアとして落ち葉清掃などに手を貸してくれています。来年度、地域の課題など

を考え、アクションを起こそうという意欲を高める講座を開催いたします。テーマは「育水と地域貢献～ワーク

ライフバランスと頼り、頼られる楽しさ～」。講師は、《朝倉川育成フォーラム》の理事・朝倉豊彦氏にお願いし

ております。 

市民館まつりに寄せていただいた「メッセージ」のような思いを皆様と共に推し進めていけたらなと願う令和

三年の睦月です。できること、すべきことを共有し、協働して積み上げていきましょう。 

 

 

 

 

11月１８日(水)「吉田城と三英傑」 

 信長の影、秀吉の影、家康の影をキーワードに吉田歴史塾の矢田崎誠さん

から興味深い話をたくさんいただきました。さらに吉田城ナビゲーターの斉藤

希依美さんも登場‥豊橋ライフスタイルブック「クラストコ」には、《大きな

鏡石、全国的にも珍しい水門跡、高い石垣、60個近くある刻印》などが紹介

されています。次回も「もっと知りた

い、もっと知ってほしい」という気持

ちをみんなで高め合うことができそう

です。自然保護の分野で活動してみえる方も今回受講してみえます。分野

がつながって大きな力になることでしょう。 

11月 25日(水)「吉田城 現地研修」 

観て、感じて楽しむ学びの日、講師の先生からは「石垣の構造や城の作

り方など知識が豊かな人が多く、見方・考え方の交流もできました」とい



近隣の子どもたちからサンタの折り紙とたくさんのメッセージを学年主任の先生が届けてくださった。 館長さんへ サ

ンタの衣装をかしてくれてありがとうございました。サンタの気持ちが少しわかって楽しい気持ちになりました。友達のいい

ところをさがしていますよ。うさぎ当番や持久走、百人一首もがんばりました。市民館の図書館には何回も行ったことが

あります。これからもよろしくお願いします という言葉に出会う心温まります。 

 今年のテーマは、心つないで‥未来を変える力を持ち合わせている皆様と子どもたちの力を信じて人と人、地域と

世界をつなぐ文脈的なレンズと、よりよく変わる・変えるという変容的なレンズを大切にして取り組んでまいります。 

 市民大学トラムでは、ええじゃないか！豊橋三英傑と題して、豊橋筆・伝統工芸士 川合福男氏、デザイン書道家 

鈴木愛氏、自然系音楽奏者・植物写真家 いがりまさし氏のお話や実技指導、演奏などを計画しております。地域と

世界の架け橋として第一線で活躍されている講師陣です。皆様に満足していただけるものと思っております。よろしくお

願いいたします。 

 

 

う感想をいただきました。安久美神戸神明社の鬼祭りを観るために徳川家康が座った場所や、三の丸のお堀以外

は空堀であったこと、鬼門の方角の石垣はまあるく造られていることなど「トリビア」がいっぱい。興味関心の

翼がますます広がり、仲間と共に有意義な時間を過ごしました。 

12月 2日(水)「二連木城と全久院」 

 桑山真一さんが長い時間をかけ、現地に出向いての「調べ・確かめ」を伝えて頂きました。受講者からは「ボ

ランティアとしての活動に敬意をもちます。吉田城、二連木城の歴史や成り立ちがよくわかりした。応仁の乱と

戦国武将の三河との関係、戸田氏についてなど今まで以

上に関心を深めることができました。」と楽しく確かな学

びにつながりました。 

12月９日(水)「二連木城と全久院 現地研修」 

二連木城のいにしえの図面を手に本丸から三の丸へと

歩きます。大口公園では記念碑や五輪の塔など、お城や

堀、土塁、切り堀などから当時の人々の生活に思いを馳

せることができました。全久院ではご住職歴 60年の佐藤

老師からのお話を拝聴することができました。皆さん満

足して《新たな歴史の旅》へと向かいます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL FIGHT 美術館 The Hope &Peace Gallery 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        館長だより 2020.7.25    All Fight ７  感謝の心で 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

広報 FM 豊橋 令和３年 3 月 17 日放送内容（収録 ３月 10 日） 

Q 11月実施の市民館まつりではテーマのように「青陵からのエール」を響き合わせることができたと聞いてお

ります。皆さんの声などをまず紹介していただけますか？ 

下条小の児童のキッズソーランで開祭。愛田弘

美運営委員長さんのお話では、「今年は、例年

とは異なったかたちでの開催になりました。感

染予防にご協力いただき、多くの皆様にご参加

をいただきました。ありがとうございます。豊

かな創意工夫と確かな配慮で、これからの新し

いモデルとなったことと固く信じております。」

と力強いメッセージをいただきました。  

発表部門に参加いただいたウクレレ演奏のチ

ームからは「地域の市民館で日頃の発表を世代

がつながって楽しんだり、近所の人が応援に来てくださったりして、とてもすてきな時間を過ご

すことができました。一緒に手拍子を打ってくださったり、温かで優しい気持ちが伝わったりして

きます。いつもより良い音色が出せたような気がしました。マスクの下は満面の感謝の笑みでした。

これからも楽しくウクレレを弾いてみんなで年を重ねていきたいと思います」という心温まるメッ

セージをもらいほっといたしました。近隣の小学校長などからは、「和室での発表会では、大人に

混じって本校の児童が楽しそうに活躍している姿を観てほほえましく感じました。アットホームで

温かな雰囲気の優れた発表の場だなと思いました。展示室では、校区の皆様や子どもたちの力作が

ずらり。皆さん、趣味を活かしてみえてすてきだなと思います。」とか 

「校区の皆さんの多様で豊かな作品や発表を観させていただき、青陵地区の「距離はとっても一体

感」を感じることができました。機会があれば、ぜひ指導者として小学校のクラブや「のびるん

de スクール」にも来ていただけるとうれしいです。」という声をいただきました。文化や芸術、す

こやかな関係性の中でこの地域に生きることのすばらしい一面を発見する機会、愛着を醸成する場

となったと思います。 

                

Q 秋から冬にかけて開催された知っトク豊橋ゼミナールはいかがでしたか？ 

テーマは「吉田城と三英傑 二連木城と全久院」でした。講師の先生からは「現地にも出向き、

垣の構造や城の作り方など知識が豊かな人が多く、見方・考え方の交流もできました」という感

想をもらいました。安久美神戸神明社の鬼祭りを観るために徳川家康が座った場所や、三の丸の

お堀以外は空堀であったこと、東の石垣は江戸からの敵に備えるためであったこと、鬼門の方角



の石垣はまあるく造られていることなど「トリビア」がいっぱい。興味関心の翼がますます広が

り、仲間と共に有意義な時間を過ごしました。 

 

Q 令和 3年もスタートして 3 ヶ月、今の思いと新たな年度への抱負や計画などを教えてください。 

初春は青陵新春展では、新春の気持ち彩る自主グループの皆様の作品を多数展示させていただき

ました。地域の子どもたちもボランティアとして落ち葉清掃などに手を貸してくれています。本館

はネットワーク図書館としての大切な役割と責任を担っております。スタッフ同士で、「返却本を

逆さに入れたり、レシートの向きが違ったりしないようにし、青陵のボックスはいつも整っている

なと思われるように使う人のことを考えて入れるようにしようと声を掛け合っています。また、来

年度は地域の課題などを考え、アクションを起こそうという意欲を高める講座を開催いたします。

テーマは「多様な生き物を育む水の大切さと地域づくりを学ぼう」です。また、青陵さわやかセミ

ナーでは、人形劇 吉田文楽、FM とよはしのベテランパーソナリティーから「コミュニケーショ

ン入門 話し方・聞き方講座」、市民ミュージカル講師さんからは「からだほぐしとボイストレー

ニング」さらに、自然史博物館学芸員さんに「ほ乳類の骨と歯」といった多様な視点を学び、ラス

トは落語で大いに笑っていただく予定です。 

家庭教育セミナーは『親子でエール！ちくわづくり』と題し、ヤマサちくわスタッフさんから魚の

ペーストを練るところから炭火で焼いて食べるところまでご指導いただく予定です。 

 

 Q 市民大学トラムはどのように展開していきますか？ 

『豊橋筆づくりとデザイン書道 PLUS いがりまさし

の世界』というテーマで 豊橋筆伝統工芸士の川合福男

さん、筆職人中西由季さん実演と講話、筆づくり ニ

ューヨークやミラノでも個展を開いたデザイン書道家、

「豊橋カレーうどん」のロゴで有名な鈴木 愛さんの

デザイン書道教室、年賀状づくり さらにと世界を舞

台に教室を開いてみえる植物写真家いがりまさしさん

の貴重な写真の数々と心潤うリコーダー演奏を満喫し

ていただくことになっております。 

 

Q 最後に一言リスナーの皆さんに 

豊橋のまちづくりのテーマは、「私たちがつくる 未

来をつくる」‥私たち大人のつながりと協力し合う姿が

子どもたちやコミュニティの健やかさにつながってい

きます。近隣の小学校 3 年生の児童が新春展に掲示し

てほしいとふるさとのよいところなどを調べたものを

願いを付けて持ってきてくれました。よりよくつながり、

地域の子どもとして将来の行く末まで見据えた取り組

みを進めていきたいと改めて思います。これからも地域

のランドマークとして人と地域のためにできること、す

べきことを共有し、協働して積み上げていきたいと願い

ながら役割と責任を果たして参ります。ご理解とご協力

をお願いいたします。 



        館長だより 2021 6 1    All Fight始動   感謝の心で 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 28 日（金） 

 伊賀太吉さんはじめ６名

の保存会の皆様からおおく

のことを学ばせていただきました。 

【感想】・初めて見ました。そしてよく理解することが

できました。歴史も楽しく興味がもてました。文楽につ

いて身近な発声を知り、感動しています。豊橋の文化に

ついてもっと知りたいと思いました。人形に触れること

ができて楽しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青陵中学校 

おつかれさま！助かったよ！ ※「おつかれまさ」には「ありがとう 頼りにして

ますよ」といったやさしい気持ちが含まれています。助かったよと言われるとまた

したくなり親切になれる気がします。助け合うって美しい！助け合いの輪を広げま

しょう！ 



これいいね！気に入った！ ※共感してもらえてうれしくなるから。 

おはよう ※この一言で「あなたはわたしにちって大切な存在ですよ」と伝えること

ができます。私たちのために働いている人に届けたいです。元気の出ることばです。 

いっしょにがんばろう ※ともにがんばる仲間といるとやる気が出ます。 

さすがやあ ※相手を思いやるいい意味が込められています 

いつもありがとう ※やっぱり人が一番温まる

言葉はこれ。感謝されるよろこびを感じてうれ

しくなります。「いつも」をつけると信頼、感

謝の気持ちがこもります。目を見て笑顔で伝え

たいです。 

～のおかげで ※おたがいがうれしくなるか

ら 

自分のペースで 大丈夫 ※安心できるし心が折れることはないから 

すごいね！ ※私はあまり自信がなくて肯定できませんがこう言われると私を認め

てくれたような気がしてすごくうれしくなります。 

最高だね ※何をほめてもぴったりくる言葉です。 

楽しいね ※こう言い合えば仲良くなり楽しさもアップします。 

ファイト！ ※うれしいしがんばれます。青陵らしいです。 

ごめんね ※わるいことをしたときにこころからでる言葉だからです。 

OK ナイス ※こう言われると気持ちを切り替えることができるから 

失敗は成功の素 あきらめずにがんばって ※チャレンジで成功へつながる一歩に



踏み出せます。 

大丈夫 よくあるよ ※前向きにギアが入ります 

ずっと友達だよ ※友がいれば人生が明るくなるし、頼れる友達がいると思うと自信

がもてうれしくなるから 

いっしょにいると楽しい！ ※気が合うと話が弾み、信用がアップするから 

すごかったね ※努力が報われた気がします 

きみならできよ ※認めて応援してくれている気持ちを感じるから 

信じてる  ※自分を頼りにしてくれると思うと自信がもてます 

下条小学校 

いっしょにやろう ※1年 いれてーいいよ ※1年 どうぞ ※1年  だいすき ※う

れしいから 1 年 ありがとうーどういたしまして ※やさしいきもちがつたわってく

るから 心がうれしいきもちになるし、ふわふわな気持ちになるから 1、2、4、5

年 手つだおおうか ※じぶんがいわれてもあいてが言われてもうれしい 2年 こ

んなことできるんだね ※二十とびができてこういわれるともっとがんばる気もち

になるからです 2 年 すごいね ※ほかの人がじょうずにできているから 自分

がいってもらうとうれしい 2、3、4、5年 じょうずだね ※やる気がでてがんばり

たくなってうれしくなります 2、4 年 いっしょにあそぼって言ったときにいいよっ

ていわれたい ※なんかうれしいし心があったかい気もちになるから 2.4年 大じょ

うぶ ※大じょうぶっていわれるとうれしいから  1年生にいってあげたらあんし

んしてくれた 2、３、4 年 みんなでがんばろう ※がんばろうと言うきもちに成

ります 3 年 おはよう ※4 年 おめでとう ※たん生日の時に言われてうれしかっ



たから 4 年 楽しいね ※いっしょに遊んでいるときに言われてうれしかったから

です 4年 やったね ※4年 いいこだな ※うれしくていい気持ちになるから 5

年 どんとマインド ※はげましうれしさに みんなちがってみんないい だから大

丈夫だよ ※差別が世の中で問題になっているからこの言葉にしました 5 年 次

はできるよ ※人を明るい気持ちにさせるから 5 年 いいことあるよ ※気持ちが

すっきり 5年 

ナイスー（バッティング） ※やる気が出てうれしくなります 5 年無理しないでいい

んだよ ※プレッシャーを感じないで気楽にやっていいと思うから 

いっしょにいると笑顔になれるよ！ ※6 年 よろしくね ※この一言からはじまる輝

く未来があるから ずーっと友達でいようね ※もっともっといっしょにいたくなる

から 6年 

うがんばったね  ※いろいろなことにちょうせんできるようになったことが「がん

ばったね」の一言でもっとうれしくなるから 6年 

 


