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SSVC 諸井寿夫センター長の開会挨拶と 10 年間の歩み 

 本日は「SSVC10 周年記念フェスタ」に、こんなにも多数の皆さま

にご参加いただき、心から感謝申し上げます。また、ご多忙中にも

かかわらずご出席をいただいた小谷野市長をはじめ、多くのご来賓の

皆さまに、厚くお礼を申し上げます。こうして 10 周年を迎える事ができましたのも皆さま

方のご協力とご支援のお陰で、大変嬉しく、そして誇らしく思っております。 

本日この 10年目の節目を皆さんと一緒に喜び、感激を分かち合いたいと思います。この第１部は記念セレモニ

ー、そのあと第２部は㈱第一住宅河野会長の記念講演、討論会、最後は交流懇親会があります。どうぞ最後まで

のお付き合いを宜しくお願いいたします。先ず、10年間の経過報告をします。とても 10分ほどでは語りきれま

せんが、凝縮してお話しさせていただきます。 

SSVC10 年間の歩み

 

小谷野 狭山市長からのご祝辞 

本日は SSVC10 周年記念フェスタにお招きいただ

きありがとうございました。開会に先立って、素晴

らしい歌を披露していただき

ました。諸井センター長の

SSVC の 10 年間の歩みを見

て、皆さんのご苦労をかい間

見ることができました。表彰

された笠原さんにご苦労話を代弁していただきまし

たが、ありがとうの一言ではとても言い切れません。

次の世代を担う子供たちが一番の希望ですが、狭山

市の皆さんが一緒になってこの子供たちを育てあげ

ていく、こんな素晴らしいことはないと思います。

いま、先生方は大変なご苦労をされていると思いま

す。私も子供が 2 人いますが、2 人でも大変なのに、

1 人で 40 人の子供たちを見ておられる先生もおりま

す。狭山の市民の皆さん方が、立ち上って学習のお

手伝いをされることは、全国でも大変珍しいことで

あり、本当にありがたく思っております。 

今日は暖かいお天気で、市役所から歩いてくる途

中、赤い梅の花が咲いておりました。SSVC さんに

は、この 10 年間いろいろな花を咲かせていただいた

と思いますが、ぜひ次の世代の子供たちにも花を咲

かせていただきたいと思います。10 年間の学習支援

の取組みに敬意と感謝を申し上げるとともに、今後

のますますのご発展を、心よりお祈りいたします。

本当に皆さんありがとうございます。 

オープニング・ソング 

 

狭山市学校支援ボランティアセンター   
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第１部：記念セレモニー （１３：００～１３：４５） 

特集 SSVC フェスタ開催 

2017.2.16 狭山市市民交流センター 

mailto:sayama-ssvc@bd.wakwak.com
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ご来賓のご祝辞 

小谷野市長に続いて狭山市議会 綿貫文教厚生委

員長からは「茶レンジスクール」を参観した時の話

から、子育をする親として長年続いている SSVCの学

習支援に感謝のことばをいただきました。 

さやま市民大学 小山学長からは、10年間の足跡と

その内容の重さ、更に支援社会になって来ている中

で、SSVC では学習支援者の数が発足当初に比べ 390

名へと倍増している力強さに、祝福をいただきまし

た。 

最後に、狭山市教育委員会 小澤生涯学習部部長か

ら、キックオフ以来 10 年間の学習支援に対する労い

と祝福のお言葉がありました。日頃お世話になりま

す関係機関の方々をはじめ多くのご来賓にご参加い

ただき、さらに当日飛び入りで駆けつけていただい

たご来賓もおられ、本当にありがとうございました。

 

ご紹介させて頂いたご来賓の方々 

狭山市教育委員会教育長  向野 康雄様 

株式会社第一住宅会長   河野 経夫様 

さやま市民大学学長    小山 周三様 

さやま協働ネット代表理事 土田 博様 

早稲田大学名誉教授    嵯峨座 晴夫様 

狭山市総合政策部部長   北田 奈緒美様 

狭山市市民部部長        神山 孝之様 

狭山市長寿健康部部長      金子 美恵子様 

狭山市教育委員会生涯学習部部長 小澤 一巳様 

狭山市教育委員会学校教育部部長 井堀 広幸様 

埼玉県県議会議員        中川 ひろし様 

狭山市市議会議員        三浦 和也様 

 

 

ＳＳＶＣ発足以来、10年間継続して支援に励まれ発展に貢献された 34名の方々に感謝状が贈呈されました。 

受賞者代表 笠原敏子様のご挨拶 

私たちはスタートからの支援でした。本日 34名が

感謝状と記念品をいただき本当にありがとうござい

ました。 

私は 10年前に運営委員と支援員を兼任でやらせて

いただきましたが、その間には心配事や悩んだこと、

落ち込んだこと、やめてしまおうかなと思ったこと

も度々ありました。しかし、子供たちと先生と一緒

に学習している時が、支援者にとっては一番の喜び

でなによりのお土産でした。学校から帰る時には子

供たちに勇気をもらい元気をもらい、そして明日も

頑張ろうという気持ちになりま

した。学校の先生方にはいまで

も厚く感謝しております。今日

いただいた感謝状を初めの一歩

として、これからも力が続く限

り皆様と一緒に支援を広げてい

きたいと思っております。今日は本当にありがとう

ございました。 

（当日出席された受賞者の皆さま） 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 感謝状の贈呈式 

綿貫 文教厚生委員長  小山 学長   小澤 生涯学習部長 
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演 題 ～～未来を担う子供たちの為に！～～ 

講 師：株式会社第一住宅会長 河野経夫氏 

河野会長は、この様な人前で話すのはあまり得意では 

ないのですが……と始まり、40分間を一気に話を進めて 

会場の皆さんを魅了されました。 

その内容は別紙に掲載しますが、その構成は以下の通りです。 

1）国際社会の現状と最近の傾向 

2）日本の諸問題と国家としての未来像 

3）子供たちを取り巻く環境整備と「子供の未来応援国民運動」の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

司会進行  猪股 SSVC事務局長 

猪股：先ず、SSVCの 10年間の学校支援に関する感想

とご意見をお願いします。 

北：困った時に助けて頂けるのがありがたいです。

他の学校でも算数、理科、家庭科、書初め、福祉体

験など多岐にわたって支援していただいています。 

石橋：本校では英語とサマースクールをお願いして

います。子供の成長には縦と横のほかに斜めの関係 

が必要です。縦は先生、横は友達、斜めは、昔はお

じいちゃん・おばあちゃんでしたが、今 SSVCの皆さ

んがその役目を果たして下さっています。学習支援

だけでなく人生の先輩として社会性を育てていただ

いています。 

小野田：SSVC の支援を評価していただき有難うござ

います。私たちは子供たちに問題回答のヒントを伝

え、先生方の目や手の届かないところを先生のやり

方に沿ってお手伝いすることを心がけています。 

猪股：今後の教育は、変わっていくのでしょうか？ 

井堀：狭山市では ICT の環境が整っていますが、義

務教育というのは、多くの方とコミュニケーション

を取るアナログの部分も大切な教育だと考えていま

す。アクティブラーニングのように自分たちで課題

を解決する力が必要になります。 

小野田：これからは先生方が期待している支援に向

けて努力していくことが大事だと思います。子供た

ちが小学校での支援に慣れてくれると、中学校の支

援でも効果が上がるものと考えています。 

猪股：今後は、どのような支援が有効でしょうか？ 

北：3年後に学習指導要領が変わり、3～6年生まで 1

時間ずつ増えます。その 1 時間は英語の強化となり

ますので、そこを助けて頂きたいと思っています。 

石橋：「さやまっ子茶レンジスクール」がもう少し発

展することを願っています。私の理想では、いつも

そこに大人がいて勉強もでき、話も聞いてくれるよ

うな子供の居場所があることを願っています。 

井堀：コミュニティスクールの構想は、学校運営を

地域の方や有識者の方と一緒にやって行こうという

考え方であり、狭山市には既に SSVCのような組織が

あるので、移行しやすいと考えています。 

猪股：ここで会場からのご質問、ご意見をどうぞ。 

数件あった中の 1件を紹介。「休日も早朝から部活の

指導をされ、夜も仕事をされている先生方がお気の

毒です。是非、是正が必要と思います。」 

井堀：肝に銘じ、改善に努力します。 

☆ 討論会 

テーマ 
「これからのＳＳＶＣ」 

第２部：さらなる飛躍にむけて （１３：５０～１５：２０） 

パネリストの皆さん 

井堀 学校教育部長  石橋 入間川中校長  北 富士見小校長  小野田 支援員 

☆ 記念講演    
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交流懇親会は「ワンコイン立食パーティー形式」

で、同じ学習支援の仲間でも、支援ブロックが違う

と懇親が難しいので、本日は 4 テーブルに分け、普

段お目にかかれない方々が一緒になれる様に配置し

ました。アルコールも取り混ぜて用意しました。 

皆さん方から推挙いただいた、腹話術師：アンデ

ィさんと、華やかなメロディーとお色気ありのウク

レレポップス・ココナッツさん達に、演台から一層

盛り上げていただきました。 

 先ず、SSVC の設立過程で社会教育課の担当者とし

て多大なご協力をいただいた、現 狭山市長寿健康部

長の金子様による乾杯の音頭で、和やかなうちに交

流懇親会が始まりました。宴も最高潮に盛り上がる

中で、坂井前センター長よりの祝電披露と、設立の

源となった SSCCの学長であった、嵯峨座早大名誉教

授より「励ましの言葉」をいただきました。 

最後は、さやま市民大学同窓会会長の中嶋様によ

る、元気で評判の「一本締め」で閉会しました。 
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フェスタへの参加者内訳 

第１部 第２部 交流懇親会 

１２８名 １３０名 １１０名 

アンケートの回答を多数頂きました。その中より幾

つか披露します、ご協力ありがとうございました。 

 講演については 

➢ 子供に対する愛情あふれるお話に感激した 

➢ 子供は国の宝、育てる重要性を感じた 

➢ 良い講演で共感した、素晴らしい方です 

➢ 楽しく面白いお話で良かった 

➢ ビジネスに成功した方のお話は楽しかった 

 

討論会については 

➢ 先生方は多忙すぎる 

➢ 支援をするクラスの先生の意見を聞きたい 

➢ 先生方からの課題点を知る機会がほしい 

➢ 先生との交流を深めて支援活動をしたい 

➢ 学校支援以外に相談するところもあると良い 

➢ 学習だけでなく、子供がいろいろな事に興味を

持つきっかけ作りが出来ると良い 

➢ 若いボランティアを増やしてほしい 

➢ SSVCの成果が良く解った 

 

 
編集後記 ： SSVC10周年の節目に多くの方々のご協力をいただき、盛大に記念フェスタを催す 

ことが出来、有難うございました。更なる飛躍に向けて努力を重ねていきます。 

「共に学ぶ」20号は、平成 29年 2月 16日（木）市民交流センターにて開催の 10周年記念 

フェスタの特集号とし、これを機会に装いを新たにし皆様にお届けします。（共に学ぶ G） 

 

交流懇親会 （１５：３０～１７：００） 

金子 長寿健康部長   腹話術師 アンディさん       嵯峨座 早大名誉教授     中嶋 同窓会会長 

「ウクレレポップス・ココナッツ」の皆さん 


