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 白樺派の作家として知られる武者小路実篤は、大正５
（1916）年、親友の志賀直哉が所有していた我孫子市
船戸に自ら家を設計し、移住しました。この家で戯曲の執
筆を行ったほか、理想郷「新しき村」を着想し、２年ほど
過ごしたのち宮崎県に旅立ちました。現在残された家は、
その後建て替えられたものですが、「新しき村」の発会式
を行った庭は、その当時の雰囲気を残しています。
 今回は、普段公開されていない邸宅を特別公開します。
また、合わせて白樺文学館の展示「白樺派と我孫子
2023」を学芸員の解説付きで見学します。

 江戸時代から明治・大正時代に
かけて、水運とみりん醸造で栄え
た流山本町。史跡や江戸・明治期
の建造物を巡り、歴史と文化を感
じることができる散歩ツアーです。
　ツアーの最後には、歴史的建
造物でのみりんスィーツを楽しみ
ます。
※A、Bは同じ内容です。

歴史散歩
～流山本町を歩く（春）～
A、Ｂ

旧武者小路実篤邸特別公開と
白樺文学館見学

流山市協力講座

日　時： Ａ 5/12（金）　Ｂ 5/13（土）
             13:00 ～ 15:30（集合 12:45）
会　場：流山市本町地区（流鉄流山駅集合）
受講料：2,600 円（飲食代含む）（入会不要）

講　師： 流山市立博物館次長 北澤　滋

我孫子市協力講座

日　時：5/18（木）9:00 ～ 12:00
            （集合 8:45、あびバス（運賃各自負担）乗車 9:00）
会　場：旧武者小路実篤邸、白樺文学館
　　　　（JR我孫子駅南口集合、白樺文学館見学終了後 現地解散）
受講料：2,100 円（入館料含む）（入会不要）

講　師： 
我孫子市白樺文学館長・
杉村楚人冠記念館長 辻　史郎

　2023年にアニバーサリーを迎える、オルガンに所縁のある
作曲家を２回に分けてご紹介します。

第１回 5/20（土）  第２回 6/3（土）

聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

S-11
パイプオルガン・レクチャーコンサート
シリーズ2023
「アニバーサリー・イヤーの作曲家たち」

パイプオルガン・レクチャーコンサート
シリーズ2023
「アニバーサリー・イヤーの作曲家たち」 13:00～14:25  各回1,050円（入会不要）受講料

　国立音楽大学、同大学院、フライブルク音楽大学
卒業。数々のコンクールに優勝。リサイタル活動な
どの傍ら、コンサートホールのアドバイザーとして、
オルガンの啓蒙にも意欲的に関わる。

聖徳大学名誉教授　松居　直美
まつい　 なおみ

　東京藝術大学作曲科を経て、ドイツ政府奨学生とし
てデトモルト音楽院、シュトゥットガルト芸術大学のチ
ェンバロ科を共に最優秀で修了。第８回ブリュージュ国
際チェンバロコンクール最高位と聴衆賞他、多数入賞。

チェンバリスト／オルガニスト、松本市音楽文化ホール講師 桒形　亜樹子
くわがた あ き こ

聖徳大学教授　山田　昌宏

　国立音楽大学ピアノ専攻首席卒業。ドイツ国立
デトモルト音楽大学に留学し、ヨーロッパ各国、ア
メリカで演奏活動を行う。日本ではベートーヴェン
のピアノ作品シリーズも10回を数える。

やまだ まさひろ

ベートーヴェンのピアノソナタと調性
第５回　ヘ短調　ソナタ第１番・第23番「熱情」
　ベートーヴェンは、いろいろな調性でピアノソナタ32曲を
作曲しています。前回までのハ長調・ハ短調・嬰ハ短調・ニ長
調・ニ短調・変ホ長調・ホ長調・ホ短調の計16曲に続き、今回
はヘ短調のピアノソナタ２曲を取り上げます。ヘ短調のピアノ
ソナタは、若きベートーヴェンが作曲の師ハイドンに献呈した
第１番と、中期の名作第23番「熱情」です。
　今回もピアノソナタと調性の関係を考え、演奏を交えて特
徴と共通性を探ります。

　「ピアノの魅力」をさまざまな面から表現するリレー講座で
す。演奏を交えたレクチャーコンサートをお楽しみください。

5/27（土）
聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

S-14
音楽学部ピアノリレー講座
「ピアノの魅力Part19」
音楽学部ピアノリレー講座
「ピアノの魅力Part19」 13：00～14：25  1,050円（入会不要）受講料

聖徳大学教授　鳥井　俊之

　東京藝術大学音楽学部卒業、同大学院修了。第一
級の伴奏ピアニストとして多くの著名な声楽家と共演
する。また歌曲、オペラ、音楽劇などの声楽作品を作
曲。オペラ、ミュージカル等の授業を担当する。

とりい
聖徳大学講師　武田　竹美

　早稲田大学第二文学部演劇専修卒業。役者として舞台を中心に
活動。アメリカンコメディから時代劇など、さまざまな作品に多数出
演。朗読やナレーション、MCなども数多い。また、オペラやコンサー
トの演出も多数手がける。現在、聖徳大学音楽学部兼任講師他。

たけだ たけみとしゆき

　毎回最初に、身体をほぐしながら発声や滑舌練習、シアター
ゲームなどを行います。
第１回「楽しく声を出そう」★A 第２回「台詞を読む」★A
第３回「喋りながら動く」★A　第４回「作品や役を知る」★B
第５回「台詞を届ける」★B　　第６回「シーンを創る」★B
★A使用テキスト『アエイウエオア王物語』より
★B使用テキスト『ウエストサイド物語』より

　ミュージカルの三本柱のひとつ“お芝居”に挑戦！
　毎回、軽く身体を動かしながら発声や滑舌などの基礎もやり
ますので、はじめての方でも大丈夫です。全６回のうち、３回ず
つ２種類のテキストを使います。二人一組で、短いシーンを創
ってみましょう。（なお、使用テキストは人数などにより多少変
更する可能性もありますので、ご了承ください。）
　ぜひ、楽しみながら演技にチャレンジしてください！

5/6、5/20、6/3、6/17、7/1、7/8（土・６回）

聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

S-15
高校生から大人のための
ミュージカル入門 
～演技・滑舌を中心に～

高校生から大人のための
ミュージカル入門 
～演技・滑舌を中心に～ 14:45～16:10 一般 9,300円／高校生 4,650円（入会不要）受講料

　2002年 小笠原流礼法宗家本部 入門、2008年 師
範証 取得、2023年 宗家本部直門講師。
　一般社団法人 茶道裏千家淡交会 東京第八東支部
終身師範会員。

小笠原流礼法宗家本部　源 耀斉　内田　菱正

 

5/22、5/29、6/5（月・３回）S-17 今こそ 現代にも通じる
小笠原流礼法を学びましょう！
今こそ 現代にも通じる
小笠原流礼法を学びましょう！ 15:00～16:25　  6,150円（内・教材費 1,500円）受講料

■第１回―小笠原流の歴史をお話しした上で、心を形に表
すすべての動作の基本として、自然で美しい立ち姿「胴つく
り」と感謝の気持ちを表すお辞儀、立って行う「立礼」（会釈、
浅い敬礼、深い敬礼）などについて学びます。
■第２回―年中行事である五節供についてお話しします。祝
いを行う節日に供御を奉るところから節供と表記していま
す。節供飾りのうち、総角結びを作ります。総角は、第３回に
作成する薬玉の飾りとして使用します。
■第３回―簡単で可憐な薬玉を作ります。現代では割り玉を
指す言葉ですが、武家の年中行事の一つ、端午の節供と共
に、梅雨時の魔除け、邪気避けとして、香木や香草を薬玉に
詰め込んで飾ったものです。 

　大河ドラマや映画の題材になるほど、武家社会の時代は今
でも根強い人気を博しています。その時代のヒーローを下支
えした武士たちが、学び取り入れたのが武家の礼法です。なか
でも小笠原流礼法は、弓、馬、礼法の三法を糾方とした幕府の
公式礼法として確立しました。
　礼法は、相手を大切に思う心から生まれる振る舞いの美学
で、相手と自分に心地よい時間をつくる礼儀作法です。まわり
を察する心、思いやりの心として、現代にも通じるものです。

うちだ りょうしょう

 

4/20（木）Y-11
産学連携講座
味噌づくり体験教室
産学連携講座
味噌づくり体験教室 10:00～11:25  5,950円（内・教材費 4,400円）受講料

授いたします。ご自宅でチャレンジしてみてください。
※エプロン、三角巾もしくはバンダナ、軍手（大豆が熱い場合
　に使用します）を各自ご持参ください。 　約４kgのお味噌を仕込みます。台所の近代化が進み、いつ

の間にか買うものになってしまったお味噌を手作りします。
　「味噌を仕込むなんて大変そう…。」と思われるかもしれま
せんが、味噌の材料は「麹・大豆・塩」だけと、いたってシンプル
です。講座で使用する大豆は、あらかじめ味噌づくりに最適な
状態の煮豆にしてあります。　
　これを潰して混ぜるだけなので、手軽に仕込み作業に入れ
ます。材料はシンプルですが、数か月後の出来上がりは「十人
十樽！」。あなただけの味噌づくりをお手伝いします。
　また、味噌づくり後に、炊飯器でできる「甘酒」の作り方を伝

※雨天決行いたします。 ※バス代（片道150円）は、各自でご負担いただきます。

キッチン

株式会社小川屋味噌店　

第１回「大河バッハにそそぐドイツバロックの流れ～
            S.シャイト、J.パッヘルベル」
　ドイツバロックの3Ｓの１人、S.シャイトの没後370年、そし
てその年に誕生したJ.パッヘルベル、といういずれもJ.S.バッ
ハに大きな影響を与えた２人をご紹介します。
代表曲：S.シャイト『天にまします我らの父よ』、
J.パッヘルベル『アポロンの六弦琴』より アリア１番、
J.S.バッハ『フーガの技法』より コントラプンクトゥス 1,3　他
第２回「ウィリアム・バード～イングランドの至宝」
　チェンバリストの桒形亜樹子さんをお迎えし、生誕４００年
を迎えるイングランド・ルネサンスの作曲家、「ブリタニア音楽
の父」といわれるW.バードを取り上げていただきます。
代表曲：W.バード『ファンタジー』、J.ブル『御名において』　他

古舎カフェ　灯環のみりんスィーツ

国登録有形文化財　笹屋土蔵

国登録有形文化財　呉服新川屋店舗

りつれい

あげまき

1Day講座 気軽に受講できる、1～2回の短期講座です。入会不要でご受講いただけます。

旧武者小路実篤邸跡



公開講座第Ⅰ期

千葉県PRマスコットキャラクター
チーバくん

聖徳大学・聖徳大学短期大学部は
ちばSDGsパートナーに登録しています。

ちばSDGsパートナー　833号

〔通算第92期〕
令和5年度 第Ⅰ期 〈令和5年4月～7月〉

23.03.4,6.SS

※お申込み時にお申込み番号をお伝えします。
　切り離して、当日、受付にご提出ください。

お申込み番号：
お名前・合計人数：

（合計　　　人）

【4/22 SOA 入場整理券】（メモ） 令和5年度
SOAオープニングセレモニー

■第Ⅰ期（春）公開講座  事前に お申込み・お問合せください

会員  4月6日（木）から  一般  4月11日（火）から
■受付時間

平  日　10時～17時
土  曜　10時～15時

※ 4/22、4/27、日曜・祝日は
お休みさせていただきます。

お申込み・お問合せ
☎047-365-3601（直通）
［ホームページ］https://www.seitoku.jp/soa/
［E-mail］soa@wa.seitoku.ac.jp
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交通の詳細
JR常磐線・JR乗り入れ地下鉄千代田線・新京成線
「松戸駅」下車
【10号館】東口から徒歩1分（14階建ガラス張り建物）
【キャンパス】東口から徒歩5分

（開店時はエスカレーターで5階まで）

松戸駅への所要時間
JR常磐線で上野から約20分電車

JR常磐線で取手から約20分電車

地下鉄千代田線で西日暮里から直通約20分電車

京成線、新京成線で千葉中央から約60分電車

新京成線で京成津田沼から約40分電車

京成バスで総武線市川駅から約35分バス

松戸駅東口から聖徳大学10号館へは徒歩1分。
キャンパスへも徒歩5分と便利です。

交　通
アクセス

※イトーヨーカドー正面の
　外階段から５階へ上がり、
　店内の通路を通って５階
　出入口をご利用ください。
（開店時はエスカレーター
　を利用できます。）

至 柏 至 上野

東口
2階入口

５階出口

イトーヨーカドー

聖徳大学
10号館

聖徳大学キャンパス

中央公園駐
輪
場

松戸駅

※キャンパスにお越しの際は、イトーヨーカドー正面通路
階段をお上がりいただき、5階の出入口をご利用
ください。

令和5年4月２２日（土）１３：００～１４：３０

聖徳大学教授 看護学部長　水戸　美津子

聖徳大学キャンパス　川並香順記念講堂

略歴：聖路加国際病院、虎の門病院の臨床後、千葉県立衛生短期大学、新潟県立看護
短期大学、山梨県立看護大学、自治医科大学看護学部での教育研究の経験を経
て現職。自治医科大学名誉教授。博士（学校教育学）

　人生１００年時代といわれるようになり、５０歳代・６０歳代（壮年期・壮年後期）から数十年先の人生を視野に入れたそ
れぞれの老年期を、どうデザインするべきなのかが問われるようになっています。これには、急激な少子化による社会
のひずみに対して私たち（特に高齢者を中心として）ができること、するべきことをも含んだうえでのプランも必要であ
るとも考えております。これらについて、健康とケアの視点から皆様とともに考えたいと思います。

参加費：無料（要事前お申込み）
※ご希望の方は、お電話もしくはメールにて承ります。代表者の方のお名前（ふりがな）、電話番号、一緒にご来場される合計
　人数をお申しつけください。

講演「健康とケアの視点から人生１００年時代を考える」 企画：聖徳大学看護学部

( キリトリ )


