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特別展　「アイヌの工藝　－衣装・木工・アイヌ絵－」
２０１６年９月２６日㈪～２０１７年２月１７日㈮

　当館ではアイヌに関する資料を１００点余り収蔵しています。染織品，装身
具，漆器，木工品，アイヌ絵（アイヌ風俗画）と多岐にわたり，ほぼすべてが
芹沢銈介の長男である芹沢長介の収集品です。父譲りの鋭い感性と審美眼を持
ち合わせ，当館初代館長として就任してからは，北国の生活文化に関わる資料
を精力的に収集しました。今回は約１０年ぶりに当館所蔵のアイヌ資料を一堂に
展示します。
　女性の仕事として大切だった衣装作りは，樹皮を糸にして織ったり，木綿の
生地を切伏や刺繍で飾ったりと独自の衣服を生み出しました。対して男性の手
仕事である木工品は，祭祀用の捧酒箸や日用品の煙草入れ等の力強い見事な木
彫り技術が魅力です。
　またアイヌ絵では，このたび秋田県のにかほ市象潟郷土資料館より「蝦夷人
物図六曲一双屏風」（個人蔵・にかほ市象潟郷土資料館寄託）を借用し，当館
所蔵の「アイヌ人物六曲一双屏風」と同時公開します。この２点の屏風には共
通点が多く，今後のアイヌ風俗画研究にとって大変興味深い資料です。
　アイヌの工藝を通して，自然と共存したアイヌ民族の文化を再確認し，すぐ
れた手仕事の造形を見直す機会にしたいと考えます。自然と意匠のつながりや
民族の深い信仰のかたちをお楽しみください。

【イベント】
◆学芸員によるギャラリートーク
　１２月１０日㈯，１月２１日㈯　各回１１：００～
　６階展示室にて開催　　※自由参加

☆�毎週開催中のワークショップ体験や，見晴らしの
良いCafé「可否館」もおススメの立ち寄りスポッ
トです。

【入館料】学生証の提示にて無料
【休館日】日曜・祝日，大学入試期間（１１／２２～２６，�
２／２～５），年末年始（１２／２３～１／１５）但し，
オープンキャンパス開催日（１２／１８）は開館

【問い合わせ】TEL�０２２-７１７-３３１８

独特なアイヌ文様
（衣装の一部）

（国見キャンパス２号館）
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　現在，世界の子どもたちの２０人に１人は，住む家がなく路上生活を余儀なく
されていることをご存知でしょうか。ストリートチルドレンと称される子ども
たちは，地球上に１億人とも，それ以上ともいわれています。彼らは親の暴力
から逃げ出して路上でしか生きていけなくなったり，紛争で生活の場を失った
ことで難民キャンプに避難したり，経済的な事情からやむを得ず親元を離れて
お金を稼ぎに出るといった，様々なつらい境遇におかれ，心に深い傷を負って
います。そんな子どもたちの存在や思い・夢・メッセージを世界中のひとびと
に伝えていけたらという想いから，彼らの絵を集めたチャリティカレンダーの
制作が始まりました。
　チャリティカレンダーの制作は今年で１２年目を迎えます。ここで得られた収
益金は，現地NGOの協力のもと，ストリートチルドレンおよび難民キャンプ
等の過酷な状況で頑張っている世界中の子どもたちの自立支援や生活改善，学
校に行くための費用などに活用されています。また，２０１１年３月１１日に起きた
東日本大震災以降，収益金の一部は，その被害に遭われた被災地の方々および
被災地を支援している方々へと送られました。
　２０１７年版チャリティカレンダーのテーマは「自分自身を描く～自分の姿や生
活・人生を表現しよう～」です。子どもたちが描く自分自身の絵には彼らが感
じている現状が映し出されています。彼らと共に生きていくために，今一度子
どもたちを知ることから始めたいという思いからこのテーマに致しました。子
どもたちの思いが詰まったカレンダーを，ぜひお手に取ってご覧ください。
　チャリティカレンダーにご協力よろしくお願いします！

【価格】　１部　１,０００円（税込）
【ご購入のお申込み】
　ストリートチルドレン芸術祭事務局ホームページ（http://children-smile.
com/）の申し込みフォームにてお申し込みください（https://ssl.form-
mailer.jp/fms/３fbf４７aa３２９０５７）。

ストリートチルドレン芸術祭
２０１7年版チャリティカレンダー

好評発売中！
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【カレンダー代金のお振り込み】
　カレンダー発送時に振込用紙を同封いたしますので，代金はカレンダー到着
後，お振り込みいただきますようお願い致します。
【ご注文からお届けまで】
　申し込み時期によって，カレンダーのお届けまでに，７～１０日ほどお時間を
要する場合がございます。また，ご注文メールをお送りいただいてから受付完
了のメールを返信させていただくまでに３～４日かかる場合がございます。
【連絡先】
　ストリートチルドレン芸術祭チャリティカレンダー東北支部
　　〒９８１－８５２２　宮城県仙台市青葉区国見１－８－１
　　　　　　　　 東北福祉大学・生田目研究室内
　　（電子メール）charity@tfu-mail.tfu.ac.jp
【ホームページ】　http://children-smile.com/
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投　稿
●私のモチベーション向上法� ペンネーム　山ガール
　私は，昨年の６月に最愛の母を亡くしました。そして現在は，父と娘の二人
暮らしとなりました。沈みがちの二人を救ってくれたのは，家族をはじめ親
戚，友人，知人，そして何より隣近所の方々など，温かい人との触れ合いでした。
　モチベーションを向上させる方法としても，人それぞれに異なると思われま
すが，温かい人との触れ合いはかけがえのないものだと思っています。私は，
仕事先で知り合った友人との月に一度の登山を楽しみながら，温かい人との触
れ合いを感じています。
　登山を楽しめるようになるまでは，実に長い道のりでした。まずは体力づく
りから始めました。夕食をすませてからウォーキング用のウェアに着替え，自
宅から往復８キロを毎日歩きました。続けたところ月に１キロの体重減少（ダ
イエット）と下肢筋力アップ，心肺機能も高められ，近場の登山も気候や時間
帯によってルートを選択し楽しめるようになりました。登山中のおしゃべり，
すれ違う他人さんとの「こんにちは！」の爽やかな挨拶，時々見かけるリスや
キツネの可愛らしさ…。そして登頂してから眺める景色は何よりのご馳走で
す。おにぎりもおやつも何だかとっても美味しいのです。これは，コツコツと
体力づくりをしたことで登山への意欲が高まったのだと思いますし，諦めずに
誘い続けてくれた友人の温かい心のおかげと心から感謝しています。以前は腰
痛に悩まされペッタンコの靴ばかり履いていたのですが，最近では少しだけ
ヒールのある靴を履いて背筋をピンと伸ばして歩いています。自分ひとりでは
ウォーキングも登山もヒールの靴も諦めていたような気がします。身体が動く
と心も動き，心も動くと身体も動くことが分かりました。
　東北福祉大学通信教育学部での学習も，スタートをきったばかりで不安な毎
日ですが，分からないことがあると親切に丁寧にお答えくださる担当の方に救
われている今日この頃です。そしてこれからスクーリングなどで知り合える
様々な方とのご縁を大切にし，そこでの温かい人との触れ合いもまた，モチ
ベーションの向上に繋げていきたいと思っています。スクーリングに参加でき
ない今は，知人からもらったイケメン付箋に重要ポイントを書きアチコチに
貼っています。私のモチベーション向上に欠かせない人や自然，文房具などを
大切にして勉学に励みたいです。
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学生会のご案内
【こちら東京学生会です】
　こんにちは。寒い冬がやってきました。皆様いかがお過ごしですか？
　もうすぐ冬至。一年で一番昼間が短い日になり，木枯らしにいだかれて何か
さみしいような気分になりますが，冬至を過ぎれば今度はどんどん太陽の力が
強くなりますので，レポートにスクーリングにがんばっていきましょう。
　また，今回は東京学生会からお願いがあります。最後まで読んでいただける
と幸いです。
◆仙台地区「学生交流会」のお知らせ
　東京学生会では，本部のある仙台地域の学生と交流を図りたいと常々考えて
おりました。そこで，仙台駅東口キャンパスで開講のスクーリングに合わせ，
「忘年会（食事会）」を兼ねた「学生交流会」を，下記の通り開催いたします。
　忘年会として愚痴を語られるのもよし，誰かライバル（？）を探されるのも
よし，単純に夕食を食べに来られるのもよしです。心よりお待ちしています。
集合日時　１２／１０㈯１７：４０　「就労支援サービス論」スク１日目終了後
集合場所　仙台駅東口キャンパス　「就労支援サービス論」スク教室前
　※�集合場所ではご静粛に願います。集合後，会場まで一緒に移動します。
費用　実費（なるべく低廉になるよう努力します）
お願い　事前にメールでお申込みをいただけると大変助かります（当日の「飛
び込み」参加も大歓迎です）。
◆今後の活動スケジュール
　第６回学生交流会（新年会）　１／７㈯東京（「児童・家庭福祉論」スクーリ
ング１日目終了後）

　特別企画！山梨県でのレポート学習会（予定）　３／１８㈯１０時～甲府
　　東京から離れ，空気がいい山梨県で春を感じながら学習してみませんか？
◆東京学生会から，幹事とスタッフの募集告知（お願い）
　東京学生会は，本学通信教育部の中では比較的早くできたと聞いています
が，「いつから」「どういう事業を行ってきたか」という点については，記録が
無く良くわかりません。というのは，定期的に「学生会費」を集めて運営して
きたのではなく，交流会や勉強会などのイベントを開いて，その都度費用を参
加者で平等に負担することで運営してきたためです。以前は，各地に学生会が
あったと聞いていますが，現在活動中なのは東京学生会だけである，と聞いて
います。長い歴史（といっても１０年くらいになるのかな）の中には，あの「東
日本大震災」がありました。勉強会や交流会に参加された方がいる茨城県や千
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葉県も被災地です。そして，過去の学生会の幹事の中には，学業半ばで疾病な
どの理由で諦めなくてはならなかった学生もいた，とも聞いています。さまざ
まな先輩方から引き継いできたバトンがあって，今の東京学生会があります。
　学生会の活動って，大変じゃないか？
　大変じゃない，と言えば，確かに「うそ」になります。ただし「できる範囲
でやっていこう」というのは東京学生会のモットーです。その中で，自分の学
びたい分野を見つけ，卒業にたどりついた先輩はたくさんいます。仕事に就き
ながら，あるいは育児に追われながらも，学生会幹事として４年で卒業した先
輩もいます。バトンを引き継いでいただいた先輩方の活躍を見ていると，学生
会の幹事で得たことが多かったのではないか，と思えることもあります。
　大変だったら，力を合わせればいいかも
　企画して，連絡調整して，実施して，清算して。情報交換会，交流会はこの
ローテーションで回っていきます。少しずつみんなで力を出し合えば，今後も
学生会を継続していくことは可能だと思います。ただ，ひとりで背負おうとす
れば無理が出ることもあるでしょう。だったら，みんなで，少しずつ力を出し
合えばいい。そのために，毎回，文末に「少しだけ力をください」とお願いさ
せていただいております。
　この「チャンネル」を消したくはない
　学友が交わるチャンス，大きいのはスクーリングですよね。それ以外にも
「チャンネル」があってもいい，と東京学生会は考えています。さまざまな
バックグラウンドを持った学生さんが，「福祉を学ぶ」「心理を学ぶ」という共
通項に集まることができる「場所」をつくりたい，そう考えてきました。た
だ，引き継ぐ学友さんがおられなければ，本当に消えてしまいます。せっかく
の「場所」をなくしてしまう，ということはさみしいことです。
　ご協力を賜りたい
　ですから，興味を持っている方，場所づくりにご協力いただける方，ただ単
純にお茶したい方等，動機はいろいろで結構ですので，是非ご協力を賜ります
よう，お願い申し上げます。コンタクトを取りたい方は，メールください。お
待ちしています（実際は，案外柔軟な，ゆる～い団体です。肩肘張らずにやっ
ていますから）。
◆ご理解とお願い
　東京学生会はボランティアの団体です。可能な限り予定どおり開催するよう
努力していますが，諸般の事情で変更する（予告なく中止する場合あり）こと
があります。あらかじめご理解とご了承をお願いします。
◆連絡先　幹事　五十嵐　Ｅメール　hyund-hirokazu@ezweb.ne.jp
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原稿を大募集！
　通信教育部で学ぶ皆さんは，日々様々な工夫をしながら学習時間の捻出，レ
ポートの作成，科目修了試験対策，スクーリング受講をされているかと思いま
す。そんな，皆さんそれぞれの工夫や学習方法を，ぜひ教えてください！
　まだ通信教育部の学習についてわからないことが多い新入生や，学習に対し
て日々悩まれている方々にとって，皆さんお一人お一人のアイデアや実践は大
変貴重なものになります。
　この「ひろば」が，日頃お一人で勉学に励まれている通信教育部の皆さんに
とって，貴重な情報共有の場となれば幸いです。
◆募集テーマ◆
　①私のレポート作成法
　②私の科目修了試験勉強法
　③私の印象に残ったスクーリング（２０１６年度も開講の科目でお願いします）
　④私のモチベーション向上法

※原稿の文字数は４００～１,０００字程度でお願いします。
※�学籍番号・氏名はご明記ください（匿名・ペンネームをご希望の場合はその
旨お書き添えください）。
※�「通信教育部　With係」宛てに，郵送またはEmail（uc@tfu-mail.tfu.
ac.jp）でご送付ください。ただし返却はいたしませんので，その旨ご了承
ください。
※趣旨を変えない程度で原稿に校正を入れさせていただく場合があります。
※�採用された原稿は本冊子『With』の他，通信教育部発行の冊子に掲載させてい
ただきます。
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　社会福祉士・精神保健福祉士国家試
験まであと２カ月。体調管理に留意さ
れ，悔いの残らないよう準備に取り組
まれてください。� （Yo）

　学生の方々が受けやすい日程をと思
いながら，来年度スクーリングの調整
中です。� （Pon）

　本格的な冬が迫っています。みなさ
ん，タイヤ交換はお済ですか？今年の
冬は例年並みか例年より寒いとの長期
予報が出ておりました。インフルエン
ザも数カ月早く流行となっています。
今年の冬支度は早めにしましょう。
� （プー吉）

　年末といえば年賀状の準備ですね。
何やら，お年玉付年賀ハガキは昭和２４
年からあるらしいのですが，切手以外
当たったことがありません。�（スター☆）

　１２月は何だかそわそわ落ち着かない
気持ちになりますが，片づけに取り組
んだ成果で心地よい空間を手にしまし
た。片づけ効果すごいです。�（グリーン）

　最近めっきり寒くなり，朝布団から
出るのがますます辛くなってきまし
た。１日が３０時間あれば１２時間くらい
眠れるのに…。� （PIYO）

　段々と寒くなってきましたね。私も
頭が寒いです。� （たい）

　免許更新の知らせが来ました。優良
運転者講習が３０分で済むのはいいが，
深視力検査が面倒です。大型運転しな
いのに。� （タロ）

　五十肩…口にしたくないばかりか，
激痛で苦しいです。そんなときは，天
然温泉がお薦め！� （のーさん）

　健康のために始めたジョギングが，
いつの間にか本格的に。まずはハーフ
でいつかはフルか！？� （金太朗）

　先日，静岡県御殿場市の乙女峠より
富士山を眺めてきました。神聖な気持
ちになりました（＾－＾）� （haru）

　以前，映画でみた「舟を編む」が
TVアニメで放送されていました。そ
れほど期待せずに見てみましたが，な
かなか面白いです。� （とら）

　先日，初めて“はとバスツアー ”を
体験してきました☆自分ではなかなか
行かない場所に行ったので楽しかった
です（*＾０＾*）� （M）

　１歳３ヶ月の息子がしゃべりはじめ
ました。やっと「おとうしゃん」と
言ってくれたのですが，嫁はまだ言っ
てないと認めてくれません…。
� （弁当男子）

　何とも言い難いのですが，好きに
なったパンや飲み物は，大概人気が無
くなって，お店から消えます。
� （肉そば太郎）

　ドラフトはまずまずか･･･。� （H）

　頼むぜ年末ジャンボ。� （棟梁）

　学習の一歩がなかなか出ないという
新入生の方は，ご都合よろしければ，
是非一度スクーリングにお越しくださ
い。� （いぬわし）
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●本冊子の申込みハガキ等を通じて得られた個人情報の利用目的について
　本学が入手いたしました学生や保証人の皆様の個人情報は，科目修了試験や
スクーリングの受付から結果送付までの諸手続きをはじめ，学籍・成績管理，
大学からの諸連絡，学習支援・相談，進路支援・相談，学費請求，学外実習実
施，学割・証明書発行，学校行事参加時の緊急連絡など学生の教育と安全管理
のために必要な範囲でのみ利用いたします。受講料をはじめとする学費の請
求，オンデマンド・スクーリング，学生本人による成績の閲覧システムの実
施，ならびに教材の発送にあたっては，一部の業務の外部委託を行っています
が，個人情報の管理については適正な監督を実施いたしております。

� With １２０　 １２月号
２０１６年１２月１日　　発　行

発　　行 東北福祉大学通信教育部
〒９８３-８５１１（本学

専用）　仙台市宮城野区榴岡２-５-２６
電話 ０２２-２３３-２２１１
http：//www.tfu.ac.jp/tushin/

印刷・製本 今野印刷株式会社
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●社会貢献・地域連携センター　予防福祉健康増進推進室からのご案内●

①�メディカルフィットネス『アクティブ！ノルディックウォーキング』のご案
内
　専用ポールを使って歩く「ノルディックウォーキング（ＮＷ）」を楽しく試
してみませんか？　「基礎知識を学ぶミニ講話」「ポールを使った準備運動」「Ｎ
Ｗ基礎練習」をし，４～５kmのコースを時速６km前後で歩きます！
●日　時：１２月１０日㈯，１月２８日㈯
　　　　　１３：３０～１５：３０ （１２０分：途中休憩あり）
●参加費：無料　※ポールレンタルあり（無料）
●会　場：東北福祉大学　仙台駅東口キャンパス
●講　師：星勝久（予防福祉健康増進推進室　健康運動指導士／
　　　　　　国際ノルディックウォーキング連盟認定ナショナルトレーナー）

②ひろがる・のびる・つながる『アート（臨床美術）の体験会』のご案内
　脳を活性化させ，認知症の症状を改善・維持するために開発された臨床美術
のアートプログラムは，美術の得意不得意に関わらず，どなたでも楽しめるよ
うにさまざまな工夫が施されています。現在は子どもの感性教育や社会人のス
トレスケアなど，幅広い分野に応用され，全国各地で実施されています。
　制作体験を行いながら，臨床美術による活動や展開について，最前線で活躍
する臨床美術士がお伝えします。どなたでもご参加いただけます。お気軽にお
申し込みください。
●実施内容：臨床美術ってなあに？
　　　　　　アートプログラム体験　＊必要な材料は準備してお待ちしております。
　　　　　　臨床美術士養成講座概要説明
●開催日：①１１／２７㈰ＡＭ ⑤１２／２５㈰ＡＭ

②１２／４㈰ＡＭ ⑥　 〃 　ＰＭ
③　 〃 　ＰＭ ⑦１／８㈰ＡＭ
④１２／１８㈰ＰＭ ⑧　 〃 　ＰＭ

⑨１／１５㈰ＰＭ
ＡＭ：１０：００～１２：００　ＰＭ：１３：３０～１５：３０
●参加費：無料　＊要予約
●会　場：東北福祉大学　仙台駅東口キャンパス
●申込方法：お電話，FAXにてお申込みください。

《申込み・問合せ先》
①②　仙台元気塾事務局　ＴＥＬ：０２２-２０８-７７９２　ＦＡＸ：０２２-２０８-７７９１

⎧ ⎫
⎜ ⎜
⎜ ⎜
⎜ ⎜
⎩ ⎭

＊�各回とも実施内容は同じです。ご
都合に合わせてご参加ください。

写真はイメージです

� ※ webからもお申込みできます⇒
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