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☆ ご 案 内 ☆ 

 

＊特 集 ！ 

＊ＴＯＰＩＣＳ 

＊私のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱことはじめ 

＊サークル紹介 

＊インフォメーション 

＊センターからのご案内 

 
 

足利市民活動センター 
 

開館時間 ： 平日 午前１０時～午後７時 

 

〒３２６－００５１ 

栃木県足利市 

大橋町１丁目２００６－３ 

TEL ０２８４（４４）７３１１ 

FAX ０２８４（４４）７３１２ 

mail info@shimin-act.jp 

HP  http://www.shimin-act.jp 

 ２０１６ 

2 月 号 

 

HP QRコード 

画 ： 新島 旭 



 
 
 

 

 生誕２００年を迎えた、司馬遼太郎「喧嘩草雲」の主人公・田崎草雲の“白石山房”を、東の

松下村塾と呼ぶ人もいる。晩年の草雲が、足利に尽くした功績は大きいものがある。草雲の

エピソード（台一雄“続々足利の伝説”）～ 

明治維新後、足利学校の貴重な書籍が県庁に引き上げられ売却されることになった。草雲

は、人力車で県庁に駆けつけ、嘆願。しかし、役人が聞きいれなかったので、着物の前を広

げ、脇差を抜いた。死をもって役人の目を覚ますべく、切腹の覚悟を決めた。驚いた役人が

制止し、事情を鍋島県令に伝えた。その結果、書籍は売約を取り消し、足利学校に戻すこと

に決まった。そればかりでなく、草雲の熱意に打たれた藤川大参事が「まだ公表はしていな

かったが、足利学校遺跡は取り壊すことになっていた。しかし、その計画は中止して、永久に

保存するようにしよう」と、打ち明けた。日本最古の総合大学・足利学校遺跡の今日あるのも、

田崎草雲のおかげかも知れないのである。～ 

           閑話休題。足利市のプロモーション映像を行政と市民の協働で創る企画が

進行中だ。公募のプロポーザルで、まちづくりボランティアグループ“足利叢

林（そうりん）フォーラム”（代表・鈴木光尚）が、制作している。「足利の風～

もの語る街・ひと語る街～」（Innovation is the Traditional-Spirit of Ashikaga）

をテーマに、斬新な視点から、“新しさが伝統です！”を切り口に、足利とい

う街と人の根源的な精神を映像化している。現世に極楽浄土を・・という足

利義兼の夢の跡・樺崎寺浄土庭園や文化財級の旧家で子どもたちを活き

活きと育てている、世界的にも注目されている小俣幼児生活団などなどが

登場している。音楽はケーナ奏者Ｒen さん、そして透明水彩画で足利を描く

川島直人さんも協力している。各方面から完成が待たれている。楽しみだ。 

（Ｍ生） 

 
 
 
 
 

 “家族なんてぶっ壊れていて当たり前！”なんていう言葉が飛び交う、石井裕也監督

の傑作映画「ぼくたちの家族」を２５０名ほどのみなさんに観ていただいた。“ひと toひ

とのフォーラム足利２０１５”のテーマは「家族という希望」。多様化する家族のあり方

は、ひとり一人の自立が基本。そして、何かコトある時には心を一つにして結束する・・

風の谷のナウシカが、腐海を通りぬけて浄化するように・・。参加者それぞれに感動を

与えたフォーラムとなった。 

 （記・鈴木光尚） 
 

＊足利～新しさが伝統です！～＊ 

＊「家族という希望」＊ 

＊ 

＊ 



＊「プレシャスメモリーズ～大切な思い出～」＊ 

 ＊ 

 
 

足利で「まち映画」をつくる会 実行委員長 

青木理沙（清風高校 3年） 
 

 初めまして。青木理沙です。今年は「公益法人キリン福祉財団」 

～子ども力応援事業～に選ばれ、演技ワークショップに始まり、 

ロケ撮影、そして上映会に向けての編集作業や打ち合わせと、制作メンバー 一同は常にフ

ル稼働です。 

 私は実行委員長という役割を頂き、制作では助監督を務めながら、これまで本当に濃い月

日を過ごしてきました。そんな日々の中で学んだ事があります。それは〝仲間の大切さ″と

“自己を抑制する力”の重要さです。 

 映画制作の裏側は本当に壮絶で、意見のぶつかり合いや食い違いは普通に起こります。

私自身を振り返ると恥ずかしい話ですが、先の事を考えず感情で動いてしまう事が多くありま

した。後で反省と後悔をするのですが、いざとなると…。 

泣いたり怒ったりを繰り返していました。 

 そんな中で、ある事をきっかけに思った事が｢このままじゃダメだ。私は変わりたい！｣という

ことです。そこからは自分との戦いです。ここで自己を抑制する力の重要さを学びました。自

分のダメな所をダメだと言ってくれる仲間の存在に感謝の気持ちでいっぱいです。今では周り

から｢理沙ちゃん変わったね｣と言ってもらえたので、あの頃より少しは成長できたのかなと思

います。チャンスを貰わなかったら私はあのままで社会に出る事になっていたと思います。未

熟な実行委員長ですが、支えてくれたメンバーの皆、周りで見守って下さった全ての皆様、本

当にありがとうございます。 

  いじめをテーマにした「プレシャス・メモリーズ」上映会は 2月 21日助戸公民館を予定して

います。上映後には、子ども・若者が作った映画制作の裏側をトークショーとメイキング映像

でお見せします。是非お越し下さい。 
 

 

 
 
 

 足利平和展実行委員会は１９９７年に平和運動に関心のある足利周辺の人々でつくった非

営利の団体です。その目的は、世界平和を希求し、戦争は２度と起こさない起こさせないとい

う平和への啓蒙活動と国内外で平和運動を推し進めていくことにあります。 

 今年で１８回目の開催となる足利平和展テーマは「足利とその周辺の空襲の真実・・３つの

墜落 1945年」です。2月 6・7日足利市民会館で開催します。今回はこの 2月に起きた３つ墜

落を中心に展示を企画し、航空写真や家族に宛てた手紙などから再現します。また、毎回好

評のアニメ上映として、今回は野坂昭如さん原作の「ぼくの防空壕」を上映します。 

                                              足利平和展・代表   秋田 清 

＊ボランティアグループ『足利平和展』＊ 



 
 

☆ NPO・ボランティア講座  

『 みんなでまちづくり 』 

 日 時 ： 平成 ２８年 ２月 ６日（土）  午後 １時 ３０分 ～ ４時 

 会 場 ： 足利市生涯学習センター １０１号室 （交流会は２０３号室） 

 演   題 ：「おおた・まちの先生見本市って何？」 

 お   話 ： 須永 徹さん（ＮＰＯ法人みんなの未来研究所 理事長） 

 問合せ・申込み ： 市民生活課      TEL ２０-２１５４ FAX ２１-７２６６ 

             市民活動センター  TEL ４４-７３１１ FAX ４４-７３１２ 
 
※ 詳しくは、HPをご参照ください。  
☆ 「まちの縁側」～読書サロンへのご招待～ 

 
★２月２５日（木） ＰＭ１：３０～ＰＭ３：３０ 
＊ 本  ： サン＝テグジュペリ「星の王子さま」 
＊案内人： 田中佑雲さん 

 
★３月１０日（木） ＰＭ２：００～ＰＭ４：００ 
＊ 本  ： 「“やさしさ”という技術」 
          ～なぜ“与える人”ほど多くを受け取るのか？～ 
＊案内人： 鈴木光尚さん 

 
■会場：足利市民活動センター 

■参加費：無料 
■お問い合わせ・事務局： 足利市民活動センター ☎４４－７３１１ 

 

☆ 平成２８年度のロッカーとレターボックスの利用者募集！ 
※希望される団体等は、平成２８年３月１８日(金) までに活動センターまで、お申し込み 

ください。なお、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。 

   

 

 
 
☆みんなの広場 ～ 2月・3月のご案内 ～ 
＊鬼づくし展（ 2月 1日～ 10日） 
＊全国郷土の雛人形展（ 2月 15日～ 25日） 
＊東日本大震災 5周年展（ 2月 29日～ 3月 10日） 
＊足利風表紙原画展（ 3月 14日～ 24日） 

 

☆相談室＆講座のご案内 
＊相談室 ＝ 毎月第２・第４水曜 午後２時～４時 ※詳しくは、別紙参照 
＊講  座 ＝ 毎月１回 午後７時～９時 ※詳しくは、別紙参照 

 

＊ センターからのご案内 ＊ 

インフォメーション   

「私たちが音楽や芸術を学ぶのは、幸せになるため」と語ったのは、芸術評論家の

ハーバート・リードです。今、みんなの広場では、“つるしびな展”をやっているが、

一針一針縫う何㎜かの一針から、幸せを発しているのかもしれない。 

私も今年は、一音一音 心を込めて・・♪            （ブリーオ） 

 

編集後記 

Facebookの 

QR コード 

 



　【相談室】

日付 相談テーマ 相談員

2/10(水） 足利・歴史のフシギ発見！
末吉 利啓さん

（あどもい代表）

2/24(水） 里山の歩き方
春山 昌義さん

（春さんと仲間たち代表）

3/2(水） 被災地支援の現在とこれから 鈴木 光尚さん
（「がんばろう東北！」応援プロジェクト足利風代表）

3/16(水） 好感のもてる笑顔のつくり方
坂本 信子さん

（笑顔コンサルタント）

日時

お問い合わせ・連絡先

〒326-0051　栃木県足利市大橋町1-2006-3　（☎０２８４－４４－７３１１）

ファシリテーター：新井 街栄さん（子ども・若者支援「からふる」代表）

多文化共生のまちづくりをめざして！

ファシリテーター：水落 洋美さん（前・たみの会代表）

時間　午後７時～午後９時

会場　足利市民活動センター（旧保健所） ２階　会議室

2/18（木）

3/16（水）

“　講座・相談室のご案内　”

時間　午後２時～午後４時

会場　足利市民活動センター（旧保健所） ２階　ワーキングルーム

【 講座 】

講座名

不登校などの子どもたちを支援！



期間 企画展名 出展者

2/1（月）

～2/10（水）

2/15(月）

～2/25（木）

2/29（月）

～3/10（木）

3/14（月）

～3/24（木）

展示会場　

展示時間　

休館日 土 ・ 日 ・ 祝

“　企　画　展　の　ご　案　内　”

鬼づくし展

～戯画と戯歌～

全国郷土の雛人形展 牛山 喜人さん

東日本大震災５周年展

～みんな同じ空の下に生きている～

「がんばろう東北！」

応援プロジェクト足利風

公益財団法人

アンタレス山浦財団

足利風表紙原画展 新島 旭さん

足利市民活動センター （旧保健所）　３階　みんなの広場

（足利市大橋町1丁目２００６－３　　　☎０２８４－４４－７３１１）

午前１０時～午後７時




