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第 22 回生涯学習サロンを終えて
～「生涯学習」を考える～

東京八王子プロバスクラブ
武田 洋一郎
本年も東京八王子プロバスクラブ・生涯学習サロンに多くの方々のご参加
を頂き、全カリキュラムを滞りなく終了することができましたことは、皆様
の温かいご支援があっての賜物でここに厚く御礼申し上げます。
さて「生涯学習」と一言で言いますが、これは全世代の教育に通じる言葉
でもあります。「生涯学習」の理念とは、教育基本法第 3 条に「自己の人格
を磨き、豊かな人生を送ることができるよう生涯にわたって、あらゆる機会
に、あらゆる場所において学習することができる」ことであると記されてい
ます。内閣府「教育・生涯学習に関する世論調査」
（平成 28 年 2 月発表）の
中の社会人の学び直しについてのアンケート結果をみてみると、
１）「生涯学習」の現状
（１）実施状況について ①健康・スポーツ ②趣味的なもの ③職業において必要な知識・技
能、が学習目的の上位を占めています。
前回調査（平成 24 年）では、③位はコンピューター・インターネットでした。また、
「生
涯学習」をしたことがない人が、42.5％から 52.3％へと増加しています。その理由として、
“時間がない”、“きっかけがない”というものです。
（２）成果について ①その学習が好きになったり、自分の人生が豊かになっている ②健康
維持・増進に役立っている ③他の人との親睦を深めたり、友人を得ることができた ④日
常の生活や地域での活動に生かすことができた、との回答が上位を示す結果となっていま
す。年齢別にみると①では 60 歳代、②では 60~70 歳代、③では 20～40 歳代の回答がそれ
ぞれ高くなっています。
２）「生涯学習」の形態
大きく分けて ①個人学習 ②集団学習（参加者同士が相互作用しながら学習する）③集合
学習（講師等による一方向で受講する学習）に分類されます。当クラブの生涯学習サロンのテー
マ講座は「集団学習」の形態に該当します。
ここで「生涯学習」の一例をご紹介しましょう。
中学・高校で同期の落語家、三遊亭圓窓師匠はこの「生涯学習」という言葉を「笑涯楽習」と置
き換えて、2003 年（平成 15 年）から塾長として笑涯楽習塾（会場は高校教室を借用）を開塾、
毎年、元高校落研メンバーが中心となって同窓生を募り、私も塾教師の一員（実は塾生全員の義
務）として参加しておりました。 あまり学術的な話は学習意欲をそぐ要因になるので、塾生の
実務経験話（といっても専門性の高い話が多い）を披露、当クラブのサロン風な講座とは対極に
ある、授業形式で行うことにより学びの感触を得ようというもので、これは「集合学習」の形態
に当たります。 塾が永続したのも、放課後、大塚駅前の小料理屋で「補習？」により交流を深
め楽しめたことです。その意味でこの「補習」は「集団教育」になりますね。
この生涯学習サロンも回を重ねて 2２回、通算講座数は 319 回、特別講話数は 50 回、野外サ
ロンは 21 回を数えます。 過去の講座のテーマを顧みますと、地域文化向上を図る意味でリバ
イバルしてもよい講座が多々あります。 新しく八王子在住となった受講者の皆様にとっても、
私たちの「八王子の過去・未来」を改めて認識する講座として再現するのも一考です。
内閣府アンケートでも学びたい生涯学習の形式として、公的機関に次いで民間の講座も 2 番に
位置しており、この生涯学習サロンもその存在意義があると思います。末筆になりますが、今後
とも末永く東京八王子プロバスクラブ・生涯学習サロンをご愛顧頂きますよう、よろしくお願い
申し上げご挨拶といたします。
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第22回

生涯学習サロン

カリキュラムと日程

平成30年2月22日～5月10日
場所 ： 八王子エルシィ
開講日

13：30～14：00

開講式

14：00～14：30

コーヒータイム

14：30～16：00

特別講話

平成30年

サロン
第１週

事務連絡

「よりよく生きるとは」

2月22日(木）
13：30～
16：00

Tel: 042-623-2111

講師：橋本

五郎

読売新聞特別編集委員

秋田県生まれ 1970年慶応義塾大学法学部政治学科卒業 同年読売新聞社入社
社会部、政治部勤務の後、1994年論説委員（政治・外交担当）
～
1997年政治
部長、翌年編集局次長を務める
2001年編集委員 2006年12月から現職
1999年からは日本テレビのキャスターも努める
テ ー マ
話をする人 ＊外部講師
久野

久夫

3月8日（木） B 歌声サロン Concone50、日本歌曲、イタリア語及び英語の名歌の演唱

山形

忠顯

14：00～

田中

信昭

16：00
第２週

A 医療機能分担と医療連携 より良い医療を受けるために
C 地球一周の船旅・その後
D 相続であわてないために今出来ることを
～
A 激動する習近平の中国を考察する

3月22日（木） B フラダンスを楽しんで、ハワイを満喫！
14：00～
16：00
第３週

16：00

薫

渋谷

文雄

＊梶原

幸恵

C 懐かしの映画とその音楽（１９）

立川

冨美代

D 和算ワールドを覗いてみよう
～

下山

邦夫

A 命を共に語り合うサロン

杉山

友一

筆と墨に親しむ

池田

ときえ

C 野菜の生産・流通の現状

大澤

敬之

D 介護保険制度に基づく福祉用具について
～

岩島

寛

4月12日(木） B 絵手紙
14：00～

＊内田

「学び舎のまち足利。足利学校／鑁阿寺、シミックCMO足利工場見学＆フラ
野外サロン ワーパーク」をご案内させていただきます。
4月26日（木） 足利氏のゆかりの地、「学び舎のまち足利散策」「創業46年の伝統ある医薬
8：00～
品製造工場」「樹齢150年の大藤が咲き誇るフラワーパーク」。
18：00
大きな感動をあなたに！
閉講日

14：30～15：00

閉講式

15：00～15：15

休憩

15：15～16：30
特別講話
5月10日（木）
「皇室のお姿～皇位継承問題を考える～」
「終末医療と在宅医療」
14：30～
講師：竹元 正美
一般社団法人国際文化教育協会理事長
19：00 早稲田大学法学部卒業後、外務省入省 ヒューストン総領事 ホンジュラス
大使 ウルグアイ大使 外交官生活41年
この間、宮内庁東宮侍従および式部副長も務める
現在、東京八王子プロバスクラブ会員
17：00～19：00
さよならパーティー
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開
日

時

平成 30 年 2 月 22 日

会

場

八王子エルシィ

講

式

13：30～16：00

4階

出席者

サロン会員 77 名

来

八王子市長

石森

孝志様

東京八王子南ロータリークラブ会長

鈴木

和夫様

東京多摩プロバスクラブ 副会長

澤

雄二様

幹事

鈴木

泰弘様

広報委員長

登坂征一郎様

研修親睦委員長

秋山

正仁様

事務局

滝川

益男様

元幹事

上田

清様

元幹事

北村

克彦様

小西

弘純様

後藤

一郎様

副会長

奥

修兵様

幹事

宮地

公平様

研修委員長

横山

好忠様

情報委員長

山本

英次様

地域奉仕委員長

林

良健様

元会長

小島

馨様

元副会長

澤田

研二様

永井

昌平

賓

プロバス会員 50 名

来賓 18 名

東京日野プロバスクラブ 会長
（全日本プロバス協議会理事）

計 145 名

式 次 第
司会
１、会長挨拶

武田洋一郎

１、来賓紹介

（司会）

１、来賓祝辞

八王子

市長

石森 孝志様

東京八王子南ロータリークラブ会長

鈴木 和夫様

東京多摩プロバスクラブ

澤

副会長

雄二様
(司会)

１、生涯学習サロン講座話し手紹介
１、コーヒーブレイク
１、特別講話

『よりよく生きるとは』
講師

橋本

五郎様

読売新聞特別編集委員
6
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会長挨拶

武田

洋一郎
こんにちは。会長の武田でございます。
今年も大勢の皆様にご参加頂き、再会が
できたことうれしい限りです。
「東京八王子プロバスクラブ生涯学習サロ
ン」、クラブ発足から通算、今回で 22 回目
を迎えることが出来ました。これも、ひと
えに地域の皆様の温かいご支援、そして八
王子市、八王子市教育委員会、東京八王子
南ロータリークラブの後押し頂いた賜物と

感謝申し上げます。
ご来賓の皆様方、お忙しい中をご臨席頂き、誠に有り難うございます。
今回は、お手元のご案内にあるカリキュラムで進めますが、この開講式特別講話に
は、テレビや著作でご活躍の、読売新聞特別編集委員、橋本五郎様にお出まし頂きま
した。おなじみのとても素敵な笑顔から、生き方についてのお話しを聴けるようでご
ざいます。楽しみにしております。
また、会員による講師陣は、超高齢化社会でご多分に漏れず、後期の方が多くを占
めておりますが、学習サロンのテーマに沿った幅広い講座をご用意し、元気にあい努
めますので、皆様とご一緒に学び交流を深めて、サロンのしばしの時間をお楽しみ頂
ければと思います。
只今、4 年に一度の冬季オリンピックの期間中で、選手のひたむきなスケーティン
グやジャンプなど、感動の場面が数多く見られています。また日本の選手の思いやり
の精神が随所に現れて、世界から賞賛の嵐です。本当に日本の誇りとして嬉しいです
ね。私たち一同も、若者達に負けず劣らずに、地域奉仕活動を続ける所存です。
今後とも、末永く生涯学習サロンをご愛顧頂きますよう、よろしくお願い申し上げ、
ご挨拶といたします。
来賓祝辞

八王子市長

石森 孝志様
本日はこのように会場一杯の皆様方お集
まりの中で、東京八王子プロバスクラブ第
22 回生涯学習サロンの開講、誠におめでと
うございます。クラブの皆様方には、日頃
から、これまでに培われてきた知識・経験
を活かして社会貢献に当たって来られ、生
涯学習活動にもご尽力されていることに心
から感謝申し上げます。
6
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八王子市は昨年 100 周年を迎えました。一昨年からプレ記念事業を実施して参り、
これと合わせて 250 以上の記念事業を実施してきました。2 月 4 日グランドフィナー
レを実施、次なる 100 年に向けてタイムカプセルを収納する事業を残すのみとなりま
した。まもなく新年度の本会議も始まり、益々地域力を上げ、次なる大型事業を開始
するスタートの年の始まりです。今日から始まる「生涯学習サロン」が素晴らしいも
のになることをお祈りし、心からお祝い申し上げます。
来賓祝辞

東京八王子南ロータリークラブ会長

鈴木 和夫様

第 22 回「生涯学習サロン」の開講おめでとうございます。
22 年もの間毎年継続されているということは大変なことで、
心から敬意を表します。東京八王子南ロータリークラブでは、
今年は「八王子を見つめ直そう」ということで、当プロバス
クラブの会員にも卓話をお願いしたりし、お世話になり感謝
しております。移動例会として市内のあちこちを見て回る活
動もしておりますが、八王子には多数の学生がおり、それを
パワー溢れる資産とみて、何とかこの町に踏み留まってもら
えるような魅力溢れるものにならないかと、例会等で検討し
ています。皆さんもご一緒にお考えいただきたいと申し上げ、この会の益々の発展を
祈念してご挨拶とします。
来賓祝辞

東京多摩プロバスクラブ副会長

澤 雄二様

本日は「学習サロン」の開講おめでとうございます。22
回も続けて来られたという事は、多くの市民の皆さんのご
支持があったからだろうと思いますし、これを毎年続けて
来られたという事は、大変な力の要ることであり、我々も
やりたいなと思いはしますが、なかなかそうはいかない。
大変な刺激を受けておりますと同時に心から敬意を表す
る処で有ります。
本日この後の講演の講師は読売新聞特別編集委員とし
てご活躍中の橋本五郎氏でありますが、実は私も政治記者
をやっていました時期、或いはその後の政治家
としての活動の中で、その時々の総理を始め多
くの政治家と関わりを持った時期もありました。
東京八王子プロバスクラブは人材の宝庫であ
ります。益々の発展と本日の「生涯学習サロン」
の成功を心よりお祈りいたします。
6
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第 22 回生涯学習サロン 開講式特別講話

よりよく生きるとは
講 師

橋本 五郎

読売新聞特別編集委員
講師のプロフィール

1946 年秋田県生まれ。
1970 年慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、読売新聞社入社。
1975 年本社社会部。
1976 年より政治部、論説委員、政治部長・編集局次長を歴任。
1999 年からは日本テレビ系列｢ジパングあさ 6｣
｢ズームイン!! 朝｣でニュース解説を担当。
2006 年より現職。日本テレビ｢スッキリ!!｣、 読売テレビ「ウェーク
アップ! ぷらす」、｢情報ライブ

ミヤネ屋｣ にレギュラー出演。

2014 年度日本記者クラブ賞受賞。
主な著書に、
『心に響く 51 の言葉』
（中央公論新社）、
『総理の覚悟』、
『総理の器量』
（中公新書
ラクレ）、『「二回半」読む』、『範は歴史にあり』（藤原書店）他
（心に染み渡る講演であった。講演記録がないので編集担当者の独断で、強く印象に残ったフレ
ーズのいくつかを挙げて聴講者の感動を思い起こす縁とする。）
1) 新聞記者になる
・ある仕事を選ぶことは、どう生きるか？と同じであると考えた。
・自ら主張する術のない人々の見方になる。
2)「汝、なんのためにそこにありや」
・秋田高校の校長先生、鈴木健次郎先生は私達に、いつ、いかなる時にこう問われても、直ち
に答えられる人間になりなさいと言われました。難問です。でも、今なお、その問いが付き
まとって離れません。
3) 大山康平先生（胃がん全摘出手術の主治医）と、介護ボランティアの方々の言葉：
・「1 日 1 日を大切に、1 年過ぎたら修了書を挙げます。2 年過ぎたら又修了書を、、」
そして 17 年が過ぎました。
・
「自分は舅、姑に充分なお世話をしてあげられなかった。その後悔もあり、今介護のお手伝い
をしていることで、癒やされます。」
4)母の人となりと教え
・「何事も全力で当たれ」「傲慢になるな」
「どんな人も嫌いになってはいけない」
・子供達に面倒をかけないように「搬送病院は長男の勤める秋田市内へ」と日頃から消防隊員
に頼んでいた。
・遠くから駆けつける子供達の仕事に支障が出ないように土曜か日曜に死にたいといっており、
その通り、日曜日に旅立った。遺書には「私の一生に悔いは無い、未練も無い」と。
5) 橋本五郎文庫の設立
・地元秋田に図書館設立、地元の方々の気軽に集まれる場所、蔵書 38,000 冊。
7
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第１週－Ａ

医療機能の分担と連携

話し手：久野

久夫

司会者：高取

和郎

話し手のプロフィール
明治大学商学部卒業後 12 年間製薬会社に勤務。
昭和 54 年、東京女子医大系の病院を立ち上げ、平成 2 年から
八王子消化器病院の事務長を務め、その後,理事となり現在に至る。
趣味は古典落語、陶磁器収集。
笑いがガンに罹りにくい体質改善につながることを願いつつ、
落語を聞きながら毎日の晩酌を楽しんでいる。
～より良い医療を効率よく受けるために～
◆

我が国の医療費は、超高齢社会の到来や医療技術の高度化が進んだことで年々増加の一途を辿ってい
ます。一方、その医療費を賄う歳入は長引く不況・少子化等によって伸び悩んでいます。このような状況
下においては限りある医療資源の有効活用を画ることが国は勿論のこと、我々個人レベルでも真剣に考
える必要があります。救急医療においては、早くから機能別役割分担（一次～三次救急）が行われてきま
したが、近年では急性期・亜急性期・慢性期そして療養・在宅医療を含む日常診療においてもその必要性
が高まっています。そのためには、地域の医院診療所、中小病院、そして大学を含む大規模病院が、それ
ぞれの持つ特性・機能を分担し、更には療養そして在宅介護とも連携して行くことが求められます。

◆

この分担と連携の流れに沿った効率的で質の高い医療の推進を図るに際して、重要な役割を果たすの
が“かかりつけ医（歯科医）
”です。何でも気楽に相談でき、必要があれば然るべき医療機関を紹介して
くれる、適切なアドバイスをしてくれる“近所のお医者さん”です。また、同じ意味で“かかりつけ薬局
（薬剤師）”も重要になります。

◆

医師との関わりにおいて “インフォームドコンセント”というものがあります。この言葉は「説明と
同意」を意味し、医師が病気やその治療法等について説明し、患者がそれを理解し、受け入れの同意をす
るということです。加えて、患者は自分の病気とそれに伴う医療行為について “知る権利”があり、治
療方法等を“決定する権利”を持つこと、つまり自分のことは自分で決める「自己決定権」を持つことを
意味します。しかしながら日常の医療現場においては、未だその概念が必ずしも浸透しておらず“受け
身”の患者が多いのが実情です。あまり色々なことを聞くと失礼になる、嫌がられるのではとの気持ち
が働くのでしょうが、医療側には患者が思う程その意識はなく、そのことで患者が不利益を被ることは
ありません。

◆

医学が進歩した今日では、一つの病気でもいろいろな治療法があり、医師によって方針が異なることが
少なくありません。また、一つの治療法では限界がある場合、いくつかを併用した「集学的治療」も行わ
れます。さらに、医療には「絶対治る」という保証がなく、どんな検査や治療にもリスクが伴います。こ
のような状況では、最初に診察した医師の考えだけでなく、複数の医師の意見を聞いて、自身の事情や
価値観に最も適した治療法を選択することが大切になります。このように他の医師の意見を聞くことが
“セカンドオピニオン”です。

◆

患者が自ら望む治療法を選択し、納得して医療を受けるためには、医師に対して自覚症状や病歴などを
正確に伝える必要があります。
“医師にかかる際の事前準備”として相談内容等について調べておき、限
られた時間内での診察、相談を効率よく受けることが患者、医師の双方にとって重要です。（久野久夫）
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歌 声 サ ロ ン

第１週－B

話し手：山形

忠顯

司会者：武田洋一郎
話し手のプロフィール
東京学芸大卒、卒業後二期会研究生を経て同会会員。
「立川澄人とクール･アベイユ」のテノールとして NHK の
「音楽をどうぞ」に出演。柴田睦陸氏に師事して研鑽。
東京藝術大学大学院オペラ研究科修了後、新潟大学高田分
校音楽科教官。上越市におけるオペラ公演やベートーヴェ
ン〈第九交響曲〉、ヘンデル〈メサイア〉等の開催に尽力。
上越教育大学院大学教授、退官後名誉教授。
2010 年東京八王子プロバスクラブ入会。
二期会正会員。
子息二人も音楽家(兄はピアニスト、弟は作曲家・ヴァイオリニスト)、親子演奏会を随時開催。
実施状況

歌声サロン第第 1 回(2016)、第 2 回(2017)の内容を復習し、その基に、今回は｢歌唱表現法｣
の演習を深めた｡その概要を記述する。

Exercise

1 前 2 回で実施した技術の要領

｢声楽呼吸法｣ 体幹のウォーム・アップ。歌唱姿勢の取り方(バレエの 1 番ポーズ、相撲の蹲踞の如き)。
呼吸法(腰部→背部→頸部→後頭部へと息を立ち上げ、通す)。
「基本 5 母音唱」

頸部～後頭部でアタック(声立て、起声)し、鼻口腔共鳴でヴォカリーズ。

「正しい音程」ピッチ(音高)に即応してアタックを保持して(支えて)歌唱。
「レガート唱」ピッチを想起～発声器官の予備～円滑な階段的音声移動、の歌唱。ポルタメント(音声を
ずり上げ、下げする)と混同しないこと。
Exercise

2

《Concone

50》5 番、8 番、1 番
基本 7 熟音(GRAUN’S

SYLLABLE)、即ち、da/me/ni/po/tu/la/be で歌唱。

この練習が、いろいろな各国の言語音による歌唱の基礎。
Exercise

3

〈この道〉(山田耕筰)、
〈別れの歌〉(中田喜直)
伴奏(ピアノとヴァイオリン)に乗って、日本語歌詞で歌唱。広い音程の歌唱には、的確な
声区(レジスター)の変換が必要。弦楽器の移弦、自動車運転の手動ギアーチェンジの要領
の如き、その「方法」を紹介した。

Exercise

4

〈Santa

Lucia〉(T.Cottrau)、
〈Dreamng

of

Home

and

Mother〉(J.P.Ordway)

イタリア語、英語の熟音、日本語にない音、音節(子音＋母音＋子音)による歌唱練習。的
確な子音調音が必要であるが、歌唱では、あくまでも美しい母音を十分に響鳴させること
が重要で、それを「ベル・カント」(広義)と言い、その様態によって、歌曲の内容表現を
行う。
おわりに
今回までの歌声サロンによって歌唱法の基礎技能を、大概紹介できたと思う。今後は、｢ヴォイス・ト
レーニング｣の種々の方法､更に､声楽曲の「詩と音楽の両面に渡る分析解釈方法」を紹介し、主体的、独
創的な歌唱表現法について、この歌声サロンを継続発展させて行きたいと希っている。(記録:山形忠顯)
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第１週－Ｃ

１０８日間地球一周の船旅・その後

話し手：田中

信昭

司会者：持田

律三

話し手のプロフィール
1940 年

大阪生まれ、大学は京都

1962 年

旭化成勤務、専務取締役を経て

2004 年

退職後は趣味に没頭

（ゴルフ、囲碁、アルトサッ クス、俳句、スケッチ等 ）
2010 年 3 月

プロバスクラブに入会

（船旅の概要と今回の趣旨）
2009 年 8 月 26 日横浜港を出港。航路は西回りでマラッカ海峡を抜けてインド洋、アフリカのケニアに寄
って、海賊騒ぎのあったソマリア沖から紅海に入り、スエズ運河を通過、地中海の各地に帰港しながら、大
西洋を渡ってキューバへ、メキシコのユカタン半島から別途のツアーで
ガラパゴス 8 日間、ペルーで合流してマチュピチュ等訪問後、南太平洋
の島々（イースター島、タヒチ、サモア）に立寄って 2009 年 12 月 11 日
帰港。訪問した世界遺産数 15 か所。その間約 3 ヶ月半。前回はその体験
を、映像を通じてレビューし、その輝いた光の部分と、一方でそれぞれ
の国で経験した問題点を考察した。今回は特に次の 3 点に絞ってその後
の状況を見てみた。
（ソマリア沖海賊を壊滅させたのは日本の「すしざんまい」の社長！）
2009 年当時、ソマリア沖では海賊が頻繁に出没し、世界中の海運を震撼させていた。しかし 2011 年をピ
ークに今ではすっかり話題にもならなくなった。一体何があったのか。実はこの間に或る日本人の大いなる
貢献があった。この海域はキハダマグロの絶好の漁場、木村清社長は海賊と交渉し、マグロ漁の技術を指導、
船や冷凍倉庫の設備、販売ルートまで構築。生計が確保されたソマリアの漁民たちは海賊行為をしなくても
良くなった。毎年、大間産クロマグロの初競りで話題のあの「すしざんまい」の木村清社長である。
（キューバの雪解け）
1959 年のキューバ革命以来孤立政策を続けてきたが、2008 年ＵＳＡオバマ大統領の就任以来両国の国交
正常化の動きが活発化し、2014 年 12 月「外交関係の再樹立に同意」、捕虜交換や渡航・貿易規制の緩和、
2015 年 7 月には 54 年振りに国交回復。しかし、トランプ大統領の就任以来、両国の雪解けムードは後退。
（ガラパゴスの世界遺産への復活と独自生態系の仕組み・島々の運命）
世界遺産第 1 号に指定されながら、その生態系の余りの
ユニークさ故に、訪れる観光客の爆発的増加が環境破壊
の危機を招き、ユネスコから「危機遺産」に指定されてい
た（船旅でこの地を訪れた当時）。これを克服し再び世界
遺産に指定された愛すべきガラパゴスを再度見直してみ
た。海底火山の爆発と海流の影響で出来上がった独特の
島々の特徴と、そこに住む生き物達がそれぞれの環境に
適合するために劇的に変化してきた姿、そしてやがて消
え去る運命にある島々の様子を貴重な記録映像でレビュ
ーした。（記録：田中信昭）
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第１週－Ｄ

相続であわてないために今出来ることを

話し手：内田

薫

司会者：根本

洋子

話し手のプロフィール
1946 年

八王子生まれ

1977 年

八王子市で税理士事務所開業

昭和 51 年 7 月税理士事務所開設。
平成 22 年 1 月法人組織に改組し税理士法人「だいち」となり、拠点は
八王子市元本郷町の本社と武蔵野社の支社の二か所で運営している。
業務内容は、税務関係はすべてするが、得意分野は、本社は相続税申告
・相続対策・事業継承で、支社は飲食業、サービス業に特化している。
本セミナーは「相続入門編」「相続税の改正編」「相続税の対策編」の三部構成です。
第一編

相続入門について

相続で大切なことは誰にどの財産を引き継いでもらうか（分割）です。そのためには先ず相続財産の確認
と相続人の確定が重要になります。
昨今は離婚・再婚などが増加したことで法定相続人の把握がしにくいケースも多く、財産だけでなく債務
も相続の対象となることから子供がいる場合、前夫・前妻の相続発生にも目配りが必要です。相続する財産
よりも負債が多い場合などの相続の放棄は、その発生を知った日から３カ月以内にしないと放棄できなく
なることもあわせてお話ししました。
相続税の仕組みについては、相続開始（亡くなった時）から相続税申告までのタイムスケジュール表によ
り、その時々にすべきことを概観し、次に相続税の計算方法について事例を基に説明しました。
第二編

平成 27 年の相続税改正について

平成 27 年の相続税改正により基礎控除が大幅に引き下げられました。そのため申告をしなければならな
い方が増加しました。ちなみに相続税の計算で基礎控除額は従前の 6 割（配偶者と子供二人の場合は 8000
万から 4800 万に引き下げられました）になりました。
また、一次相続のみならず二次相続（一次相続で残された配偶者の相続）も考慮の上、分割をしないとト
ータルでは相続税が高くなる事例や空き家特別措置法による空き家の利用法についても触れました。
第三編

相続対策について

第二編での相続税改正を受け、相続対策として贈与税の上手な活用法をお話ししました。
（1）教育資金一括贈与（2）結婚・子育て資金一括贈与（2）相続時課税精算制度です。
また、マイナンバー制度が始まり預金の贈与には注意が必要で「名義預金」と指摘されないための条件や
相続人が多い方が相続税の節税になることから普通養子、特別養子についてもお話しさせて頂きました。
相続では家族の要になる方がいるかいないかで円滑な相続ができるかどうかに大きく影響します。たい
ていお父様の相続の時には家族の要であるお母様の存在が大きく、スムーズな相続となる場合が多いので
すが、次にお母様の相続では要を失いもめる場合が多くみられます。
そんな時に要となるものは「遺言書」です。
「遺言書」は相続人への意思の伝達手段です。まさに備えあれ
ば憂いなしです。皆様も円満な相続を目指して今できることを実行してみてください。（記録：内田薫）
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第２週－Ａ

激動する習近平の中国を考察する

話し手：渋谷

文雄

司会者：杉山

友一

話し手のプロフィール
戦前、満州国に留学、在学中敗戦
8 年間の抑留生活を終え 1953 年帰国
経営者団体主事を経て、自動車関連企業
（東証一部）に転職
社長・会長・相談役を歴任
現在、終身社友
趣味は中国近現代史の研究、俳句など
1. 習近平の生い立ち
1953 年 6 月北京生まれ。父は党の長老「習仲勲」。前妻に三女あり、近平の母斉心の子は二男二女、計
7 人の長男が近平で、次男は遠平。父は副総理に昇格するも、毛の大躍進運動を批判し追放。近平も中
学 2 年 15 歳で農村に追われ苦難の青春期を過ごす。文革後、父は復活。政治局員となり、近平も配慮
により精華大学に進み、79 年国防省秘書官に就任。その後、福建省に転勤。87 年軍所属の彭麗媛ト結
婚、一女に恵まれ、更に福建省長から浙江省党書記を経て上海の党書記に昇格。第 17 回党大会におい
て党政治局常務委員に選任された。更に 5 年後には、第 18 回党大会で「総書記」「中央軍事委員会主
席」となり、最高権力の地位を確保。
2. 第 19 回党大会（2017/10/18）
＊中央政治局常務委員の選出（自分の部下を中心に固める）：
習近平 64 才、李国強 62 才、栗戦書 67 才、汪洋 62 才、王濾寧 62 才、趙楽際 60 才、韓正 62 才
＊直轄市々長：北京・蔡奇 61 才、天津・李鴻忠 61 才、重慶・陳敏爾 57 才、上海・李強 58 才
＊党規約一部改訂追加：「習近平同志を核心とし、習近平の中国の特色ある社会主義思想」を党規約
明記すると共に規約を改め、総書記の任期撤廃を決議。
＊長期目標：2030 年までに社会主義の現代化。建国百周年に現代化強国の実現。
＊中央軍事委員会：11 人から 7 人に削減。主席：習近平、副主席：許其喨、張又侠、委員：魏鳳和、李
作成、苗

華、張荘民。国防費 18 兆 4 千億円、8.1%贈。

3. 全国人民代表大会「全人代」(2018/3/5)日本の国会に相当
＊習近平：国家主席就任。王岐山：副主席就任。（主席の任期制限を撤廃する憲法改正）
＊副首相：韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴。
＊国務委員：肖捷（秘書長）
相）

魏鳳和（国防省）

王毅（外務相）

易綱（中国人民銀行総裁）

＊機構増設

①国家監察委員会

②退役軍人事務省

③国

際発展協力省
4. 結論
要するに「毛沢東に次ぎ、党、軍、国家の主席任期を撤廃
し、習近平の独裁体制を確立。「一帯一路政策の推進、AＩ
ＩＢの有効活用により、南部周辺諸国と中央アジアへの進
出体制が整備確立された」ということ。（記録：渋谷文雄）
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趙克志（公安相）劉昆氏（財務

第２週－Ｂ

フラダンスを楽しんで

話し手：梶原

幸恵

司会者：根本

照代

話し手のプロフィール
東京都出身

結婚を機に八王子市民となり 50 年、家業（元八王子・八幡神社）

の社務専従者の傍ら、鎌倉彫・手話・生け花（小原流いけばな教授）等を習う。
20 年前よりフラと出会い、その奥深さに魅せられ、10 年程前よりフラ教室を始
め現在に至る。ka lei ui no makua (カ

レイ

ウイ

ノ

マクア)と名乗る。

フラダンスを楽しんで、ハワイを満喫！（フラ曲から見たハワイの話）
日本で今フラダンスを習っている方々は 100 万人程、お子様からシニア迄各世
代に亘って楽しまれております。フラの長所はフラの動き事態が体幹を鍛え、踊りは認知症の予防に効果
があり、且ハワイアンを聴きながら練習をする事が、踊り手の感情を前向きにする事です。古代のアート、
ペトログリフに残る「踊る人」は古からずーとフラが人々の心に宿っていた事を物語っています。その時
代フラは死者の魂と交信出来る手段と考えられていました。
1778 年イギリスの探検家ジェームス・クックがハワイ諸島を発見してから、徐々に近代化に進んで行
きます。遅れて来航したアメリカとイギリスの両国の狭間にハワイは立たされます。1820 年アメリカの
キリスト教宣教師や実業家達が来航し、悪しき因習を廃し、社会規範を正していく過程でフラ・カヒコも
半世紀以上に亘り禁止となります。1874 年ハワイ王国 7 世カラカウア王の就任式でフラ・カヒコは復活
し、12 年後フラ・アウアナも加わり現代に繋がって来ました。古典・宗教的フラと言われるカヒコはメロ
ディーが無くリズムは打楽器を使い、踊りながらチャント・オリ（詠唱・祝詞）を口ずさみます。古代か
ら文字を持ないハワイの人々は、次世代へ残したい大切な事柄を、カヒコのチャントに込めました。又フ
ラ・アウアナは現代フラ・自由フラと呼ばれ、ギター・ウクレレに併せ、美しいロングドレスと髪飾り・
レイを身に着け優雅に踊るフラは、瞬く間に人々に受け入れられました。
世界最大のフラの祭典メリーモナークの意味は（陽気な王様）。これはカラカウア王のニックネームで
した。1960 年南米チリ沖地震の津波がハワイ島ヒロに押し寄せ、壊滅状態になったヒロの復興策として
開催されたフラの祭典です。今では世界中の人々が楽しんでいます。
フラ曲「ワイカ」から見るカメハメハ大王とハワイ王国
ワイカとはハワイ島ワイメアにある森の名前でその中に出てくるキーププはワイメアに吹く霙まじり
冷たい雨と風の意味です。この曲はカメハメハ大王がハワイ諸島を統一して王国を建ち挙げた時の歌で
す。１番は大王と強力な槍の騎士団を称え、ワイカの森の樹枝で鋭利な槍を作り戦いに行く、戦いで傷つ
き又故郷のワイカに帰りその傷をワイカの森で癒す兵士達。そして知力体力を兼ね備え勇敢で外交能力に
長けた、しかし天涯孤独だった大王を偲び歌います。2 番はその息子２世リホリホ王の悲話をうたってい
ます。フラ曲には楽しい曲が沢山有ります。しかしワイ
カは哀愁をおびた曲ですが何故かハワイ王国を知れば
知る程、心を揺さぶられます。フラはその歌にアロハ・
愛の心と、マハロ・感謝の心を託し、花・樹木・海・山・
そして宇宙空間等の自然と、恋人・肉親・友への愛と感
謝が綴られています。どうぞチャンスが有りましたら、
南海の楽園ハワイアンミュージックをお聴き下さいま
せ。ではアロ～ハ、そしてマハ～ロ！（記録：梶原）
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第２週－Ｃ

（映画）カサブランカ

原題 Casablanca
話し手：立川冨美代
司会者：田中

信昭

話し手のプロフィール
全日本プロバス協議会 副会長
ガールスカウト 八王子連合会長
八王子市青少年育成団体連絡協議会会長
NPO 法人八王子市体育協会副会長
毎年当サロンでこの講座を担当し、今回は 19 回目

概要
第二次世界大戦にアメリカが参戦した翌年の 1942 年に製作された。物語の設定時点の 1941 年 12 月時
点では親ドイツのヴィシー政権の支配下にあったフランス領モロッコのカサブランカを舞台にしたラブロ
マンス映画。ラブロマンス映画ではあるものの、アメリカも参戦した世界大戦における国際関係と対立を中
心に置いて製作された作品でもある。
作品内ではアメリカの敵国の一つであったドイツ人を徹底的に悪役として扱っているだけでなく、ドイツ
軍に占領されたフランス本土と、北アフリカや仏領インドシナなどのフラン
スの植民地を統治していた親独政府であったヴィシー政権を暗に非難しつ
つ、ヴィシー政権に抵抗していた「自由フランス」を支持する「反独シーン」
が多く登場する。
監督：マイケル・カーチス
出演：ハンフリー・ボガート

製作：ハル・B・ウォリス
イングリッド・バーグマン

ポール・ヘンリード
音楽：マックス・スタイナー

ストーリー
1941 年 12 月、親ドイツのヴィシー政権の管理下におかれたフ
ランス領モロッコの都市カサブランカ。ドイツの侵略によるヨー
ロッパの戦災を逃れた人の多くは、中立国のポルトガル経由でア
メリカへの亡命を図ろうとしていた。
アメリカ人リック（H・ボガート）は、パリが陥落する前に理由
を告げずに去った恋人イルザ（I・バ
ーグマン）と彼の酒場で偶然に再会する。パリの思い出である「As Time Goes
By

時のすぎゆくままに」が静かに流れ恋を復活させるが、イルザは現在ド

イツ抵抗運動指導者のラズロと結婚している。夫婦は脱出するのにリックに頼
むが通行証をわたさない。それから・・・2 人とも連合国の未来に希望を持た
せながら、ふたりは闇の中に消えて行った。（記録：立川冨美代）
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第２週－Ｄ

和算ワールドを覗いてみよう

話し手：下山

邦夫

司会者：下田

泰造

話し手のプロフィール
1958 年 応用物理系学科を卒業後オリンパス（株）に入社。
カメラの開発設計、以後カメラ部門を歴任し、1997 年取締役
カメラ事業部長で退職。
プロバスクラブでは八王子「宇宙の学校」を開校し、その運営
本部長を仰せつかって 8 年目となる。

和算のルーツは、文字やその他の文化と同様、黄河流域で発達した中国文明が、輸入されたものです。日
本の風土になじんで、江戸時代になって独自の発達を示しました。大切な書物として、中国の紀元前１世紀
頃の書物九章算術を紹介し、江戸期になって和算の発達の原点と言える書物が塵劫記だと話しました。塵劫
記は教科書としての素晴らしさで大ヒット、海賊版多数が出て著者吉田光由は、改訂版を重ねます。そこに
は、子どもの好きそうな算術パズルを載せました。沢山の例の中から、次の問題で遊びました。
① 和算のお稽古
算

○油わけ算

１斗桶に１斗の油あり、７升桝と３升桝で 5 升と 5 升に分けよ。〇嫁入り

26 歳の男あり、8 歳の娘を嫁に欲しいと言う。娘の親は二人の歳が 2 倍になるまで待て、何年待て

ばいいか。〇川渡り

狼と羊とキャベツを持っている人がいる、無事川を渡りたい。人がいないと狼は

羊を食べる、羊はキャベツを食べる。舟には人と 2 種だけしか乗れない、どうする。（現代風に翻訳）
② 魔方陣を作る（3 方陣、5 方陣をつくる）
③ 裁ち合わせで遊ぶ
1、清少納言知恵板
そ知る

（2、タングラム）

3、矩形、短冊形などを正方形に直す。面積の平方根を大よ

4、三平方（ピタゴラス）の定理の証明

をやりました。

海賊版対策や、乱立する算術寺子屋を憂いて、吉田は遺題を巻末に掲げます。これぐらい解けないと師匠の
資格ないよ、との試みだったと思います。これをきっかけに遺題を解き、更に遺題を付ける書物の出版が続き

ます。遺題継承と言います。このことが和算の専門家の育成、和算
の発達に寄与します。関孝和が現れ、高度な遺題＝多元高次代数方
程式を解きます。その本が発微算法です。書いてはないが、世界に
先駆けて行列式を採用したのでしょう。それによって変数を一つ
にすれば、天元術と言って、和算お得意な算盤・算木で解けるから
です。その算盤・算木の使い方の例をやりたかったのですが、時間
切れであわててしまい、皆様には何が何だかわからぬうちに終わ
ってしまいました。お詫びします。
和算家の中では幾何学的な美しい問題を解いて、神社・仏閣に算額
を掲げることが流行ります。これも和算の発達に貢献しました。八王子でも住吉神社に在ります。遺題継承と算
額奉納は和算ワールドを特徴づける２大テーマであったわけです。折しも 3 月 18 日全国中・高校生による第 20
回算額コンクールが行われましたが、2,322 点の応募があり、八王子からも都立南多摩中等教育学校の生徒さん
が銅賞を得たと報告しました。
（記録：下山邦夫）
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第３週－Ａ

命を共に語り合うサロン

話し手：杉山

友一

司会者：久野

久夫

話し手のプロフィール
空調エンジニアリング会社会長（創業 52 年）
ロータリークラブ会員として奉仕活動 35 年
警察ボランティア暦 40 年 (平成 20 年 藍綬褒章)
80 歳を機に日本尊厳死協会会員登録
以後リビング・ウイル問題に取り組む
＜談義の切り口 Ⅰ～Ⅴ＞
Ⅰ：音楽家小椋佳作詞作曲の「命はいつも生きようとしている」を聴きます。
如何にも命の的を言い当てていると思われる共感を呼ぶ作品です。命というものはどんな境遇の中でも、人

の意思のどうかを問わず生きようとしているのです。聴きましょう

命の声を！！

Ⅱ：小林麻央さん ブログのつづり
歌舞伎役者、市川海老蔵夫人、小林麻央さん（34 歳他界）の闘病ブログが英国 BBC 放送や国内各マスコ
ミで取り上げられた。その影響力はすさまじく、彼女の強く柔らかくあり続けた「命」の力量が多大の共感
を呼んだ。命の尊さ、大切さ、命の力を学び直す機会として取り上げた。
Ⅲ：日本人の心、原初の姿。
（自然宗教：
「民間信仰」
・「民間伝承」＝生かされている命）
日本人の価値基準の総体系の源として建国神話を思い起こす。人間は一人で「生きている」のではなく、
山紫水明や森羅万象の中で「生かされている」のだという「畏れの意識」を探り、そこに日本人の心、原初
の姿を見る。自分＝自然界の一分。
Ⅳ：封建武家社会（中世・近世）の命考＜武士道＞
武士道は武士の道徳体系だが、時を経てやがて社会全体の道徳的雰囲気を形成していったことに注目す
る。
「義＝正義感」
・
「勇＝勇気」
・
「仁＝慈悲の心」
（惻隠の心）
・
「礼＝作法、礼儀」
・
「誠＝武士の一言」
・
「名
誉＝人格の尊厳」
・
「忠義＝服従、忠誠」
・
「克己＝鍛錬を重ねて己に克つ」などの核心を考察。ときに、命は
心。武士道精神は明治維新成功の要因とも評された。
Ⅴ：近代・現代の命考
「A」
（皇国史観）
：明治という国家建設の道筋は、天皇の権威を最高位に掲げることの価値観を国中で共有
する「神聖国家主義」だった。その礎は「国家神道」であり、その淵源は古事記・日本書紀とされ、国民の
命は「臣民の命」として位置づけられた（明治～大正～昭和 20 年）。ときに、命の大敵、戦争の惨禍を検証
する。 ＜太平洋戦争による官民死者数 310 万人＞
「B」
（戦後経済大国への道）戦後の日本社会は、半世紀をかけて経
済大国化を成し遂げ、その経済力を背景に医学、医薬の進歩が続き、
日本人の寿命を延ばし続けて今日に至っている。一方で、多くの
人々が精神の支柱を確信できないままに「生の意味づけ」を見失っ
てきたと云えないだろうか。＜物質主義、合理の世界観から、宇宙
的、超越的世界観への転換 ⇒ 老年的超越論＞を紹介する。
＜サロンの風景＞参加者たちからは、夫々の人生経験を踏まえて命へ
の思いが語られた。講座としては、命とは一人ひとりが、どう生きるかによって自分自身に答えを与えていくし
かないもの（宗教学者 安藤泰至氏）と、纏めさせて頂いた。（記録：東山榮・杉山友一）
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第３週－Ｂ

絵手紙 筆と墨を楽しむ

話し手：池田ときえ
司会者：塩澤

迪夫

話し手のプロフィール
絵手紙花の会講師
絵手紙歴 20 余年。
八王子を中心に絵手紙の楽しさと
効用を伝える活動をしています。
プロバスサロンの皆さんとはお顔な
じみになりました。

はじめに

今回は筆と墨の絵手紙です。

筆記具といえばボールペン・シャープペンシルが主流の現代、筆はあまり出
番がありませんが、そのやわらかい穂先と含んだ墨の量による滲みとかすれは
ほかにはない魅力です。初心に帰って筆の扱い、線の練習、墨の濃淡を学びま
しょう。
線の練習
○筆は墨を適量含ませて中ほどを垂直に持つ。
○縦、横、斜め、円を書いてみる。○墨の濃淡、太い、細い、かすれ、滲み
を意識して線を引く。
○ゆっくりとていねいに。○線を引いた格子の中に字を書いてみる。
絵手紙を描く
野菜、花、民芸品から好きなモチーフを選び、はがきや和紙に描きます。
○頻繁に墨継ぎをせず線の滲みとかすれを活かす。
○彩色はあっさりと。隅々まで塗らないこと。
○絵を描いたら送る相手を想定して言葉を入れる。
家族や自分宛てもいいでしょう。
○一番効果的な所へ名前印を押して出来上がりです。
講

評

筆は墨の調節が難しいのですが、みなさんよくできています。彩色

はどうしても濃くなりがちですが、絵の具を塗るのは 2~3 回までで止めましょ
う。絵も字も誠意を込めてていねいに。短い時間でしたがみなさん何枚も描いてくださいました。経験の積
み重ねが上達の道、これからもたく
さん描いて大勢の方にどうぞおたよ
りしてください。今日描いた絵手紙
に宛名を書かれた方には切手をさし
あげます。お帰りにエルシーの入口
にあるポストへ投函してください。
ティータイム

お疲れ様でした。来年も元気でお会いしましょう。
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（記録：池田ときえ）

第３週－Ｃ

野菜の生産・流通の現状

話し手：大澤

敬之

司会者：荻島

靖久

話し手のプロフィール
昭和 41 年農林省神奈川食糧事務所に入省。その後、農林水産省関東農
政局で野菜の生産振興を担当。昭和 63 年には農林水産本省で野菜の需給
調整を担当するなど、一貫して野菜行政部門を担当し、平成 18 年に農林
水産省を退官。
現在は、農業に従事の傍ら、加住地区町会自治会連合会長、法務省人権
相談委員、警視庁八王子警察署協議会委員等を努め、地域に貢献している。

野菜の需給動向は、国産品は約 8 割で、輸入品が約 2 割と他の農産品と比較しても需給率は高めに推移して
いる。輸入品のうち生鮮野菜では、タマネギが全体の 4 割を占め、加工品ではトマトが全体の 4 割を占めて
いる。
国産野菜の産出額は 2 兆円強であり、我が国の農業産出額の 3 割程度を占めている。野菜の作付面積は、
約 42 万ｈa、生産量は約 1,200 万トンであり、近年横ばい傾向が続いている。しかし、近年、農業従事者が
減少していることに加え、65 歳以上の従事者が約 4 割を占めるなど高齢化が進行している。
○

野菜の産出額の品目別割合（平成 27 年）

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

野菜の生産・出荷は、長い日本列
トマト
2,434億円
（10％）

島をうまく使って、産地リレーによ
り、季節によって産地を切り替えな
がら、野菜の安定供給が行われてい
る。キャベツを例にとって見ると、
春先には、神奈川県産(三浦半島)・
千葉県産（銚子）が、夏には、高冷

その他
10,656億円
（45％）

いちご
1,700億円
（７％）

ねぎ
1,555億円
（７％）

野菜の産出額
２兆3,916億円
(平成27年)

きゅうり
1,482億円
(６％)
キャベツ
1,136億円
(５％)

地の群馬県産（嬬恋村）が、秋には、
千葉県・茨城県産、冬には、愛知県

たまねぎ
1,077億円
（５％）

産（渥美半島）
・千葉県産が出回る。
野菜の消費量は減少傾向で推移

だいこん
なす
レタス
885億円 981億円 994億円
（４％） （４％） （４％）

しており、年間１人当たり 93ｋｇ

ほうれんそう
1,016億円
（４％）

程度である。世代別に野菜摂取量をみると、すべての年代で 1 日当た
り摂取目標量 350ｇに達しておらず、特に 20 歳代～30 歳代の不足が
目立っている。
農林水産省や厚生労働省は、成人や児童等の野菜摂取量の少ない世
代を対象に、料理、調理特性等の産地側からの情報発信を通じ、食育
と一体的に野菜の消費拡大対策に取り組んでいる。(記録：大澤敬之)
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第 3 週－Ｄ

介護保険制度 福祉用具

話し手：岩島

寛

司会者：濱野

幸雄

話し手のプロフィール
福岡県出身、東京農工大学卒後通産省工業技術院繊維工業試験所入所、5 年後三
菱レイヨン(株)入社、32 年間合成繊維の商品開発、事業化に従事、その間メディ
カル事業部医療器材部長、子会社ダイヤメディックス(株)代表取締役・社長（三
菱レイヨン参事）歴任、定年退職と同時にＭＢＯによる医療機器福祉用具開発販
売会社「ケアメディックス(株)」設立し 13 年間経営、平成 21 年東京八王子プロ
バスクラブに入会、平成 28 年度東京八王子プロバスクラブ第 21 代会長
1．はじめに
日本人は平均寿命と健康寿命との差が男性で 9 年、女性で 13 年もあり、この差は日常生活において何ら
かの介護が必要となる期間である。この差がゼロ、つまり、ピンピン・コロリが理想である。高齢社会と
なって介護は増々切実な問題となり、政府は 2000 年に介護保険制度を実施し、如何にして介護期間を短縮
するか重要課題となっている。本日は、介護保険制度に基づく福祉用具について解説し、皆様の今後のお
役に立てば幸甚です。
2．福祉用具貸与（レンタル）
車椅子：自走用、介助用があり、電動車椅子もある。寝たきり防止を主目的とする。
車椅子付属品：床ずれ防止用クッションが主体。
特殊寝台：サイドレールがあり、背部の傾斜角度および床面の高さなどの調節ができる。
特殊寝台付属品：マットレス、サイドレール、手すり、オーバーテーブル、キャスター
床ずれ防止用具：自動体圧分散エアーマット又は広い面で体圧を支えるマットレス
体位変換器：寝たきりの方の体位を変換する用具で、介護人の腰痛防止用具でもある。
手すり：転倒予防、移動、座位、立ち上がり動作の役に立つもので、取付工事不要のもの。
スロープ：段差を解消するもので、持ち運びができ、耐荷重 300ｋｇ以上である。
歩行器：歩行困難の人の歩行補助器で、持ち上げ式、前輪式、四輪式、歩行車などがある。
歩行補助杖：歩行を安全に行うための用具で、ロフストランド杖、松葉杖、多点杖など。
認知症老人徘徊感知器：ベッドからの離床、屋外出などを感知し通報する見守り機器。
移動用リフト：寝たきりの方をトイレ、居間、食堂などに移乗支援する機器。
自動排泄処理器：尿又は便を自動的に吸引処理する機器で、男性用、女性用がある。
3．特定福祉用具販売商品
腰掛け便座、入浴補助用具、移動用リフトの吊り具、
簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部品
4．介護保険が適用される住宅改修
5．おわりに
毎年 9 月下旬に 3 日間開催される国際福祉機器展（ビッグサ
イト）を見学されることをお勧めします。（記録：岩島寛）
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野外サロン
《魅力いっぱい！感動いっぱい！歴史・文化の街足利を訪ねて》
日

時：4 月 28 日（木）8：00～19：30

行

程：八王子駅北口⇒圏央道／北関東道⇒足利 IC ⇒足利学校／鑁阿寺⇒昼食⇒シミック足利
工場⇒フラワーパーク⇒東北道佐野藤岡 IC／圏央道⇒あきる野 IC ⇒八王子駅南口

参加者：79 名（サロン会員 52 名・プロバス会員 27 名）は 2 台のバスに分乗。
好天に恵まれ一路足利の街を目指して足利太平記館駐車場に到着。足利学校組と鑁阿寺組に分れ
てボランテイアガイドによる説明を受けました。
5000 坪の敷地には日本の教育の原点、日本最古の学校、史跡足
利学校があり孔子の教え、学び舎の自学自習の面影を感じとるこ
とができました。隣接する国宝鑁阿寺（ばんなじ）は足利氏の館
跡で、室町文化をつくった足利氏の氏寺であり武家屋敷の面影を
今に伝えています。境内の天然記念物の大イチョウは緑の葉が見
事で、秋の黄葉はいかばかりかと。昼食は新規オープンしたばか
りの「太鼓橋」本店にて美味しい懐石弁当を頂きました。早めに昼食を終えシミック CMO 足利工場
を見学訪問しました。シミックグループの主要子会社である医薬
品の製剤開発、製造支援の会
社であり、敷地面積 10000 ㎡の
広い敷地には 20ｍにもなるメ
タセコイヤが目にとまりまし
た。5 班に分かれて新装の注射
棟、製造ラインを見学。めった
に見られない製薬工場の一端
を見ることができたのに感激しました。工場を後に今日のお楽し
み、フラワーパークへと向かいましたが、園を代表する紫の大藤
が例年より早い開花となり、連日のテレビ放映宣伝もあって最高
の花の見ごろ時期と重なった
ため車、車、車・・・と大渋滞
で混雑し入場に苦労しまし
た。園内もまた人、人、人・・・
海外からの特に東南アジアか
らの観光客が多く自撮りで道
を塞ぐ人も多かったのです
が、海外からの大切なお客様、少々のことは我慢してと。帰宅時
間を 30 分遅らせるなどしたものの、見学時間も土産の買い物時
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間も少なく、心を残してフラワーパークを後にしました。帰りの高速道路も事故等の影響もあり予
定帰着時間を大幅に超過してしまいましたが一同無事に帰着。予定の時間通りに動けなかったこと
をお詫び申し上げ、最高の天気と美しい大藤の花に免じてお許しを願えれば幸甚です。
（記録：飯田冨美子）
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閉
日

時

平成 30 年 5 月 10 日

会

場

八王子エルシィ

式

14：30～16：30

4階

出席者

サロン会員 55 名

来

八王子市教育委員会

賓

講

プロバス会員 55 名

来賓 13 名

教育長

計 123 名

安間

英潮様

八王子市教育委員会 生涯学習スポーツ部部長

瀬尾

和子様

東京八王子南ロータリークラブ会長

鈴木

和夫様

東京日野プロバスクラブ 会長

小西

弘純様

後藤

一郎様

幹事

宮地

公平様

研修委員長

横山

好忠様

元幹事

矢野

凱弓様

元幹事

澤田

研二様

東京多摩プロバスクラブ 会長

西村

政晃様

幹事

鈴木

泰弘様

広報委員長

登坂征一郎様

元幹事

北村

克彦様

永井

昌平

（全日本プロバス協議会理事）

式 次 第
司会
１、会長挨拶

武田洋一郎

１、来賓紹介

（司会）

１、来賓挨拶

八王子市教育委員会

教育長

安間 英潮様

東京八王子南ロータリークラブ会長

鈴木 和夫様

東京日野プロバスクラブ

小西 弘純様

会長

１、参加者代表挨拶

河添 光男様
（休

１、特別講話

憩）

『皇室のお姿～皇位継承問題を考える』
講師

竹元 正美様

一般社団法人国際文化教育協会理事長

2
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会長挨拶

武田

洋一郎

こんにちは。会長の武田でございます。
今年も大勢の皆様にご参加頂き、誠にありがとうございました。ここに、
「第 22 回東京八
王子プロバスクラブ生涯学習サロン」が滞りなく閉講の段取りとなりましたことを厚く御
礼申し上げます。これも、ひとえに地域の皆様の温かいご支援、そして八王子市、八王子
市教育委員会、
東京八王子南ロータリークラブの後押しを頂いた賜物と感謝申し上げます。
ご来賓の皆様方、お忙しい中をご臨席頂き、誠に有り難うございます。
さて、2 月 22 日開講式から始まり、3 月 8 日、22 日、4 月 12 日のテーマ講座、そして
4 月 26 日の野外サロンと進行して参りました。振り返りますと、先の開講式特別講話には、
テレビや著作でご活躍の、読売新聞特別編集委員、橋本五郎様にお出まし頂きました。ウ
ィットにとんだ感動的なお話をお聞きしました。野外サロンでは、足利フラワーパークの
藤の花が満開でグッドタイミングでした。今日の特別講話は当クラブの会員で現在、一般
社団法人国際文化教育協会理事長の竹元正美会員が講師で、今話題の皇室継承問題につい
てホットなお話をしていただきます。
皆様とご一緒に学び交流を深めた今回のサロンを受講したご感想はいかがだったでしょ
うか。是非アンケートにご記入いただきまして、そのご期待に添うべく今後の企画の参考
にさせて頂きます。私たち一同も、更なる地域奉仕活動を続ける所存です。
最後に、今後とも、末永く生涯学習サロンをご愛顧頂きますよう、よろしくお願い申し
上げご挨拶といたします。

来賓祝辞

八王子市教育委員会教育長

安間 英潮様

東京八王子プロバスクラブ第 22 回生涯学習サロンの閉講
式を迎えられ心からお喜び申し上げます。平成 9 年に発足さ
れて以来の歴代の会長様始め役員の皆様、会員の皆様方の
並々ならぬご努力に、心から敬意を表します。豊かなキャリ
アを生かしながら、互いに親睦を図り、社会に貢献される姿
に心から敬服し、市の進める生涯学習に多大のご尽力を賜っ
ていること、又昨年度、多数の 100 周年記念事業にご参加い
ただいたことにも感謝申し上げる次第です。
皆様のお力で実現した八王子「宇宙の学校」は今年で開催 8 年目を迎え、過去 7 年
3
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間 63 回 1000 組を超える子供達と保護者の方々に、学校の授業では経験することの出
来ない授業だと高い評価を頂いております。
人生 100 年時代、心の豊かさを求めて、自らが有する知識や経験を社会に還元し、
よりよい社会を作る主役として新しい社会に相応しい価値観を作り出していくことが
求められています。今後、この生涯学習サロンの取り組みが、その輪を拡げ次の時代
へと受け継がれていくことを期待し、市の生涯学習にお力添えを願うと共に、さらな
る発展を期してご挨拶と致します。
来賓祝辞

東京八王子南ロータリークラブ会長

鈴木 和夫様

第 22 回「生涯学習サロン」の閉講式、言わば卒業式です。
お目出度うございます。3 ヶ月間お疲れ様でした。このサロ
ンの案内リーフレットを見ますと、そこにあるテーマは「学
ぼう豊かな社会経験、語ろうそれぞれのライフワークを、広
げよう知り合いと知識を」でした。如何だったのでしょうか。
さて、我々のロータリークラブでも「八王子を見つめ直そ
う」というテーマで活動を展開しておりまして、開講式のご
挨拶でも申し上げましたが、八王子の歴史や文化を共有して奉仕活動に当たりたいと
の思いで取り組んでおります。八王子には多数の学生がおり、それをパワー溢れる資
産とみて、何とかこの町に踏みとどまってもらえるような魅力溢れるものにならない
かと、例会等で検討しています。残りたいと思うような仕事にまじめに取り組み、若
者に魅力を感じてもらえるように努力していこう、と話し合っております。我々の活
動の一端をご紹介し、今後のこのサロンの益々の発展を祈念してご挨拶と致します。
来賓祝辞

東京日野プロバスクラブ会長

小西 弘純様

本日は「学習サロン」の開講式にお招きいただきましてあ
りがとうございます。私たちのクラブからも参加し、勉強さ
せてもらいました。私、現在日野プロバスクラブに所属して
おりますが、以前は多摩ロータリークラブの会員としてロー
タリーライフを楽しんでおりました。その創立 35 周年記念
事業実行副委員長及び東京多摩プロバスクラブ設置委員長
に選任されたことから、その設立に当たり、この八王子プロ
バスクラブの皆様にも大変お世話になり、色々と勉強させてもらいました。今回のサ
ロンでは 4 つのサロンを順番に 15 分ずつ覗かせてもらいましたが、非常に強い印象を
受けました。凄い力を持った人達、地域に強い方々が集まり、大いなる影響力を発揮
しておられることに感銘を受けました。今は日野プロバスクラブに所属しております
が、外国から取り寄せた鐘が多摩プロバスクラブでは今も活躍しているものと懐かし
く思いつつ、八王子プロバスクラブを手本に、少しでも近づければと頑張っていると
ころです。
4
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参加者代表挨拶

川添 光男様

この会には平成 27 年以来、毎年スケジュールを調整して
参加しています。今回は「医療機能・・・」
「和算ワ－ルド・・・」
と「野菜の・・・」の 3 講座を聴かせてもらいました。死ぬ
まで健康でいたいと思っていますのでヒントになればと思
い、また和算のすごさを教えてもらった下山さんは元上司で
す。野菜については、日本人の摂取量が 350ｇ/日というこ
とだそうですが、私は 800ｇ/日食べています。一年中色ん
な野菜を食べられ幸せなことだと感じました。
横須賀プロバスクラブのホームページを見ていましたら、
八王子は会員が 50 名以上居り活動も盛んだと紹介されており、プロバスクラブの模範
的存在になっているんだなと感じました。今回参加したことに感謝し、来年も楽しみ
にしつつ、ご挨拶と致します。

第 22 回生涯学習サロン 閉講式特別講話
皇室のお姿～皇位継承問題を考える～

講 師

竹元 正美

国際文化教育協会理事長
講師のプロフィール

早稲田大学法学部卒業後、外務省入省。
ヒューストン総領事、ホンジュラス大使、ウルグアイ
大使など４１年間に及ぶ外交官生活。
この間、宮内庁東宮侍従及び式部副長も務める。
現在は、一般社団法人国際文化教育協会理事長、
公益財団法人日本スペイン協会理事長などを務める。
著書：「米百俵

海を渡る」（日之出出版）
、「皇室ってなんだ」（扶桑社）

「我は日本人なり」（電子書籍、オモイカネブックス）、
1、皇室の特徴と概観
日本の皇室は、神話の世界につながりを持つ世界最古の王朝である。初代
神武天皇から第 125 代今上天皇まで万世一系の皇統を有しており、いずれも
男系により継承されてきている。
その特徴としては、宮中祭祀にみられるように神事を大切にし、国家の安
寧と国民の幸福を祈ってきている。また、叙勲や任命を行うなど最高の権威
5
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を保持してきている。学問や教養を深めることも大切にし、これらは、現在
の歌会始や講書始につながっている。この他、文化的役割や社会的役割、そ
して、歴史上重要な役割を果たしてきている。歴史上、最も重要な役割とし
ては、先の大戦を終結に導いた昭和天皇によるポツダム宣言受諾のご聖断で
あったと思われる。
皇室の特徴を別の面から見ると、祈り、お慎み、天子の徳があげられる。
特に、今上天皇は、先の大戦の犠牲者への追悼と慰霊を熱心にされてきてい
る。
2、生前退位問題
今上天皇まで 124 回、皇位が継承されてきたが、その内、59 回は生前譲位
である。しかし、明治の旧皇室典範以降、皇位は終身制となり、天皇の高齢
化に伴うご負担の問題が生じてきた。このような背景のもと、天皇の生前退
位を可能とする皇室典範特例法が成立し、2019 年 4 月 30 日に今上天皇が退位
され、翌 5 月 1 日に皇太子殿下が新天皇に即位されることとなった。
今上天皇の時代は、日本人は戦争で一人の犠牲者もいない平和な時代であ
った。新天皇の時代においても平和が続くことを祈りたい。
3、皇位継承問題
初代神武天皇以来今上天皇まで 124 回の皇位継承が行われてきた。いずれ
も男系継承であった。この内、半数近くは非嫡系による継承であり、また、
56 回は傍系による継承であった。10 代 8 人の女性天皇が存在したが、いずれ
も男系女子であった。歴史上、男系継承の危機はあったものの、遠い傍系の
男系の血統を有する皇子により継承されてきた。
現在の皇室典範においては、男系男子で嫡出であることと規定されており、
また、養子が禁止されている。1947 年に 11 宮家 51 名の皇族が皇籍離脱し、
その後、9 人連続女児が誕生したことなどから、皇統断絶の可能性も出てきた。
小泉首相の時代に安定的な皇位継承のあり方に関する有識者会議が設置され、
2005 年、女性・女系天皇の容認、長子優先といった報告者が提出された。
しかし、2006 年に悠仁親王殿下が誕生されたことから、同報告書に基づく
皇室典範改正は事実上棚上げの状態になっている。
2019 年 5 月 1 日には、皇太子殿下が新天皇に即位されることとなっている
が、次の世代の皇位継承者としては、悠仁親王殿下お一人といった状況にあ
る。遠からず、皇室典範を改正して安定的な皇位継承を図っていくことが課
題となっている。
今まで続けてきた男系継承を続けていくのか、それとも、女系継承も容認
するのかが検討課題である。どちらを選択するにしても国論を二分する可能
性がある重要な問題と思われる。
6
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さよならパーティー

◎司会進行 飯田冨美子会員と根本洋子会員
◎挨拶 武田洋一郎会長
皆様今晩は。生涯学習サロン最後のお楽しみイベントとなりました。自前の合唱団、フラ
ダンスチームが出演し、おもてなしいたしますので大いにお楽しみいただきたいと思います。
お名残惜しみながらのお別れが出来ればと思います。本日はどうも有難うございました。
◎乾杯 岩島前会長

◎シニアダンディーズの合唱
・司会進行
・指揮

（平均年齢 80 才

皆さん元気をもらいました）

立川冨美代会員（団長）

畑野茂実さん（かん奈パパ）

・ピアノ伴奏・指導

畑野かん奈さん

「いのちの理由」
「大阪風お好み焼き」（全く新しい分野に挑戦！）
・曲目「白い雲」
「忘れな草」（イタリア・ダンデイ男に挑戦！）
「フニクラフニクラ」
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◎プロ・ソリストの田中三佐代さんによる独唱
曲目「凱旋行進曲」
「カタリ・カタリ」
「オオ・ソレ・ミオ」
歌声の美しさとその声量に
圧倒されました

◎田中三佐代さん、シニアダンディーズと共に
曲目「忘れな草」
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◎フラダンス同好会
梶原先生と 4 名により
「オハフ」
「南国の花」

「カポリオ ワイメア」
「ヤマユリ」

最後は塩澤会員の司会で、全員が手を繋ぎ、大きな輪になって「夕焼け小焼け」の大合唱。
根本洋子会員の思い出ナレーションが流れる中、賑やかに幕をを閉じました。
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第 22 回東京八王子プロバスクラブ生涯学習サロン参加者数
期

日

一般参加者

平成 30 年 2 月 22 日(木)

開講式・特別講話

PC 会員

合

計

77 名

50 名

127 名

サロン第１週

3 月 8 日(木)

73 名

54 名

127 名

サロン第２週

3 月 22 日(木)

93 名

46 名

139 名

サロン第３週

4 月 12 日(木)

78 名

52 名

130 名

野外サロン

4 月 26 日(木)

52 名

27 名

79 名

閉講式・特別講話

5 月 10 日(木)

55 名

55 名

110 名

428 名

284 名

712 名

40 名

48 名

88 名

468 名

332 名

800 名

小 計
さよならパーティー
合 計

（来賓・特別講師除く）

来賓及び特別講師：33 名
開講式

（18 名）

閉講式

（13 名）

特別講師 （2 名）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

編集後記：22 回を迎えた我が生涯学習サロンも無事終了し、ここに抄録をお届け出来る
運びとなりました。今回から少しページ数を削減しようとしたため、各サロン講座の纏
めが若干窮屈になったかもしれませんがご容赦ください。編集に当たって、講師の皆様
方を始め、多くの方々のご協力を頂きました。感謝いたします。ご参加頂いていた東京
日野プロバスクラブの宮地様が、素晴らしい写真（パーティーの最後、全員の大きな輪）
を提供してくださいました。この輪が益々大きく広がって行くことを祈りつつ。（ N.T ）
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