
 

 

 

 

 

 

 

 

学びの成果をカタチに 

  写真集「東平・記憶の継承」と「ハブラシ・リサイクルプログラム」 

 

生涯学習は「呼吸」に似ています。吸い込むだけでは窒息します。吐き出すことで新た

な空気が肺に入って来ます。学ぶことは意義あることですが、自分に蓄積するだけでは長

続きは難しいかもしれません。ここでは生涯学習大学で学んだ成果が、新たな“コトおこ

し”に結び付いた事例を皆さんにご紹介したいと思います。 

一つ目は、写真集「東平・記憶の継承」の発刊です。別子銅山学習は生涯学習大学でも

大人気で、日々、研鑽を重ねています。受講生の郷土の歴史や先人の営みを知ろうという

意欲は予想を大きく上回ります。今年度は、山ではなく、街と島の鉱山の歴史をテーマに

講座を企画しましたが、定員を遥かに上回る１２０名の希望があり、三分割で講座を開催

することになりました。そんな、別子銅山への思いがこの写真集に結実したのです。 

以前から、原 茂夫氏が撮影した東平の写真に着目していた、「東平・記憶の継承」制

作プロジェクトの有志１４人が編集作業に取組みました。この中には、センターで別子銅

山に尽力してくれた故日野 寿光氏もおり、生前、熱く別子銅山について語っていた姿が

蘇ります。今回、２５０枚余の写真に解説を加え、往時の地図を添えた力作が完成しまし

た。東洋のマチュピチュと呼ばれる現在の観光地「東平」と鉱山集落として繁栄していた

最盛期の写真を対比することができるとても貴重な資料となっています。原氏の写真と別

子銅山を慕う人々の情熱が、東平人の営みを後世に残そうという願いを実現させたのです。

別子銅山、そして新居浜を愛する皆さんにぜひご紹介したい一冊です。センターにもあり

ますのでぜひご購入下さい。（販価１,０００円） 

もう一つは、環境セミナーから生まれた「ハブラシ・リサイクルプログラム」です。自

然界では分解しないプラスチックが、生態系に大きな影響を与えることが叫ばれています。

環境セミナーでコーディネーターを務めた原 恭介氏は、受講生と対話を重ね、自分達に

できる環境問題解決の手立てを模索してきました。そして身近なコト、できることから始

めようと、日々使っている歯ブラシが使用後はただ捨てられていることに思いを巡らせた

のです。廃棄せずに、植木鉢へのリサイクルに取組んでいるある企業のプログラムを、私

達の地域でも展開しようと行動を起こしたのです。学校や歯科医師会、企業などに自ら足

を運び、ようやくスタート地点に立つことができました。生涯学習センターにも回収箱が

設置していますので、ご家庭に使い古されたプラスチック製歯ブラシがあれば、この回収

箱にぜひ投入して下さい。一人ひとりにできることはちっぽけなコトかもしれません。し

かし、塵も積もれば山となります。生涯学習大学の今年度のテーマである SDGｓの実現、

持続可能な社会の実現に向け、皆さんのご協力よろしくお願い致します。 
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〈聴講の申込方法〉 

・講座3日前までに生涯学習センターで聴講券を購入の上、予約してください。 

・なお、定員を超えた場合はお断りすることがあります。 

・聴講券は、生涯学習センターで下記の時間に購入できます。 

 平日 ９：００～１２：００／１３：００～１６：００ 

・聴講券は 1枚３００円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定価】 

1000円（税込み） 

 

【販売所】  

市役所売店  

マイントピア別子 

明屋書店（（西の土居店（・川東店（・松木店） 

生涯学習センター 

新居浜ビジネスセンター 

あかがねミュージアム 

 

【編集・発行】 

「東平（・記憶の継承」制作プロジェクト 

東平の写真集が発売中です！！ 

かつての東平の様子が 

わかる貴重な写真が 

掲載されています！ 

●日本文学講座 

●新居浜高専市民講座 

●人生百年健康に生き抜くための医学講座 

●へんろと郷土 

●新・読書のすゝめ 

●多喜浜塩田マイスター講座 

●SDGｓから考える地球環境問題 

●命を守る講座 

●傾聴とナラティブ～地域の文化を未来へ 

●人権を学ぼう 

●世界知っトク・なっトク講座 

●「林住期」を心豊かに生きる 

 

●新・雑談しま専科 

●今までやったことない！ワクワク教室 

●懐かしの心の唄講座 

●創ってみませんか 

●男性のための草木染 

●お手玉遊び 

●けん玉遊び 

●学んで マナビィ⑤生活環境での昆虫（害虫） 

●学んで マナビィ⑥ラジオ体操 

●学んで マナビィ⑪ハッピーコラージュ 

●学んで マナビィ⑯ジイジの料理 



 

 

「私の生涯学習」 

 

まなびすと  荒木 美香 

はじめは生きがい探しの中でなんとなく首を突っ込んだこの生涯学習講座。多

種多様な講座があり、やりたいこといっぱい！どれを選ぼうかなー たくさんあ

り過ぎて迷ってしまう。えーい、とりあえずやりたいもの全部挑戦してみよう！ 

大学時代に戻った気分で前の方の席を陣取り先生の話を一言も聞き漏らすまい

と目を凝らし耳をすます。（前でないと、字が見えない！）学生時代でも、こんな

に真面目に取り組んだことはなかったっけ。 

座学もいいけれど、実学がやはり楽しい。身近な自然や、別子銅山のこと。そ

の道に明るい先生方に導いてもらいながら歩く楽しさよ。同じ講座を受けている

仲間とおしゃべりしながら歩いていると時がたつのも忘れてしまう。 

興味のあることについて勉強したい。気分転換に。など理由なんてなんでもい

い。まず一歩踏み出すこと。行動してみること。それが、自分をご機嫌にする方

法のひとつ。 

そして、自分が学んだ、新居浜の自然や歴史、産業遺産について周りの人たち

や次の世代に伝えていくことも私たちの世代にとって大切なことだ。と感じるこ

の頃です。 

 

私の生涯学習 
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日 曜 講座名 回 テーマ 時間 場所 

1 水 新・雑談しま専科 1 オープニング雑談 人との… 9:30 生涯学習センター第１研修室 

2 木 人権を学ぼう 1 学ぶことは生きること 10:00 生涯学習センター第１研修室 

3 金 自然探訪 2 夕方観察会 日没とコウモリ 18:00 現地 

4 土 
SDGｓ地球環境問題 1 レゴブロックを使って“脱… 9:30 生涯学習センター第１研修室 

日本文学講座 2 茨木のり子の詩と「いとお… 13:30 文化センター別館視聴覚教室 

6 月 縄文～平安までの新居郡Ⓐ 1 縄文・弥生時代の新居郡 10:00 生涯学習センター第１研修室 

7 火 学んで マナビィ ― オカリナ 10:00 生涯学習センター第１研修室 

8 水 
懐かしの心の唄講座 1 童謡、唱歌、ラジオ歌謡な… 10:00 文化センター別館中ホール 

人生百年医学講座 1 愛媛労災病院の紹介と高齢… 14:00 文化センター別館中ホール 

９ 木 縄文～平安までの新居郡Ⓑ １ 縄文・弥生時代の新居郡 10:00 生涯学習センター第１研修室 

10 金 俳句講座 1  俳句について 13:30 生涯学習センター第１研修室 

11 土 

ワクワク教室 1 始まりの日 大島で白いも… 9:00 現地 

新居浜高専市民講座 2 原子配列から見る脱炭素社… 9:30 新居浜高専視聴覚教室 

松山大学公開講座 2 経済学と意思決定問題 13:30 生涯学習センター第１研修室 

13 月 人間学講座「般若心経」Ⓐ 1 「般若波羅蜜多（智慧の完… 9:30 生涯学習センター第１研修室 

14 火 学んで マナビィ － 
筆ペン講座Ⓐ 10:00 

生涯学習センター第１研修室 
筆ペン講座Ⓑ 14:00 

15 水 

けん玉遊び 1 けん玉に親しもう 10:00 文化振興会館3階第5研修室 

学んで マナビィ － 

アロマワックスサシェⒶ 13:30 

生涯学習センター第１研修室 アロマワックスサシェⒷ 14:30 

アロマワックスサシェⒸ 15:30 

16 木 学んで マナビィ － 生活環境での昆虫（害虫） 10:00 生涯学習センター第１研修室 

17 金 すぐに役立つ介護講座 1 介護保険を学ぼう 13:30 生涯学習センター第１研修室 

18 土 絵手紙を楽しもう 1 絵手紙の基本とコツ 13:30 生涯学習センター第１研修室 

21 火 科学博物館講座 2 新居浜の大地はどうできた… 10:00 科学博物館第１研修室 

23 木 
人間学講座「般若心経」Ⓑ 1 「般若波羅蜜多（智慧の完… 9:30 生涯学習センター第１研修室 

世界知っトク・なっトク講座 1 新型コロナ感染症とNGO…（  13:30 生涯学習センター第１研修室 

24 金 「林住期」を心豊かに生きる 1 人生百年時代でどう社会… 10:00 ウイメンズプラザ多目的ホール 

25 土 日本文学講座 3 松本侑子「恋の螢」をめ… 13:30 文化センター別館視聴覚教室 

28 火 へんろと郷土 1 往来手形について 9:30 文化センター別館視聴覚教室 

※今後もコロナの影響で日程

が変更となる場合があります。 


