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「保 健 文化 賞 」を 受賞し、賞 状を 手

新聞でも紹介されてい
る活動的な法人です。
ご縁があって、映画化

信じています。
れ感動しました。

微力ながらもお役に
映画制作の具現化

たてること嬉しく思
を信じています。

います。

本実行委員会では、
女医志田周子先生の生
き方を資源としてとら
え、地域づくりや町お
こし、さらには山形県
の発展につなげよう
と、具体的な手法とし
て、映画化できないか、
その可能性を探ってま
いりました。各方面か
ら、ぜひ、進めるべき

もっと、もっと大きく
輪を広げ、みんなの力
を結集して、ぜひ、実
現させていきたいと考
えています。まだ、加
入していない方、ぜひ、
お力をお貸し下さい。

会員を募ってまいりま
した。現在、県内外か
ら三百六十名ほどの会
員の方々にお申し込み
をいただいております
が、組織として正式に
立ち上げるべく、昨年
暮れに準備会議を開催
し、二月中旬に、いよ
いよ設立総会を開催す
る運びとなりました。

みんなの力を結集しましょう！！

であるとのご意見をい
ただき、実現するため
には、改めて、広く賛
同者を募り、強力に推
進できる民間主体の組
織母体を結成しようと
取り組むことになりま

郷土に誇りを持ち、元
気な西川、元気な山形、
そして、元気な日本を
創っていきましょう！
お待ちしています！！

矢口 正武氏
佐野 千晶氏

「
ＮＰＯ法人 元気まち・
ネット」
の支援で制作

プロジェクトの趣旨を
ご理解いただき、アド
バイザーとして活動を
支援していただいてお
りますが、その一環と
してＨＰを制作してい
ただきました。
素晴らしい内容で構
成されており、使い勝
手が良く、大変良い評
価をいただいておりま
す。志田先生の生涯の
活動履歴や活躍当時の
マスコミ記事や資料、
また、本会の活動状況
や会員が相互に連絡を
取り合える伝言板など
も設置されており、見
ていただくだけで充分
な理解を得られるとと
みに、会員のネットワ
ークが広がっていくシ
ステムになっていま
す。本当に感謝です。
先生の生き方に触

した。
その組織名を「（仮）
志田周子の生涯を銀幕
に甦らせる会」とし、
今年度後半から、その

ＮＰＯ法人 元気・まちネット 代表
ＮＰＯ法人 元気・まちネット 理事

東京都内に 事務所 を構
え、
「地域の持つ豊かな自
然・歴史・文化を活かし、
都市と農山漁村の人的交
流を促しながら、元気で
楽しい住民参加型のまち
づくりを立案・構築する
ことを通じて、自然体
験・環境教育・福祉と健
康を充分享受出来る機会
を提供し、自然豊かで元
気溢れるまちを創造し、
次世代に引き継ぐことを
目指して活動していく」
ことを目標に掲げている
「 Ｎ Ｐ Ｏ法 人 元 気 ・ ま
ち ネ ッ ト（ 代 表 矢 口 正
武氏）」のお力添えで当会
の専用ＨＰが完成しまし
た。
このＮＰＯは、
「清河八
郎の回天の道」としての
六十里越街道活用化や白
州次郎の蔵王山荘の活用
による地域活性化などに
も取り組んでおり、その
活動内容は、時々、山形

セージになるものと

どなたでも参加・
鑑賞できます！

制作過程で、志田

もっと、もっと、

ちへ最高の応援メッ

１４時００分～１６時００分

西川町を元気に！

きました。

「志田周子の生涯を銀幕に

1
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詳細内容は、次のページをご覧下さい。企画が盛りだくさんです！

次世代を担う若者た

平成２５年２月１６日（土）

ぜひ、ご覧下さい。そして、活用して下さい。
Ｅ-ｍａｉｌ：shogai@town.nishikawa.yamagata.jp

命作らせていただ

甦 らせる会」設立総会開催

http://www.sidachikako.com/
（事務局-西川交流センターあいべ内）

昭和 三十 四年 、その功績 により、

発行：やまがたの宝「志田周子」資源活用化実行委員会

にする周子先生

西川町交流センターあいべ
２．場 所

周子新聞

志田先生の映画化は

１．日 時

ち か こしんぶん

心を込めて一生懸

よみがえ

これを見たらすべてがわかる！
専用ＨＰ（ホームページ）が完成しました！！
２０１３年１月３１日 第 ２ 号

らない存在です。無医
村地区であった大井沢
の人々の命を守り続け
るとともに、青年団役
員や婦人会長、村議会
議員（合併後は町議会
議員）を務め、地域の
振興にも努力し、さら
に、歌人 結城 哀草果
（ゆうき あいそうか）
に師事し、優れた歌を
残し、地域の芸術文化
振興にも寄与しまし
た。また、当時の大井

▼志田先生の生涯は、
大井沢地区の歴史を振
り返る時、なくてはな
た自然教育モ デル「か
もしか学園」 を確立し
ていく時期でした。
校医として、 その活動
を底辺から支えてきた
のも志田先生 でした。
志田先生のご 尽力があ
ればこそ、現 在の大井
沢地区がある と言って
も過言ではありませ
ん。
▼私自身、志 田先生と
の交流の思い 出があり
ます。確か５ 歳の頃の

て自然学習活 動を展開
し始め、その 後の教育
界に大きな影 響を与え

叔母は自分の娘（従妹）
に先生と同じ名を付
け、（周子：しゅうこ）
と名乗らせるぐら い、
一家挙げて親しく お付
き合いをさせてい ただ
くとともに、家族 、親
族全員がその言動 に敬
服していました。
▼現代においても 地域
医療のあり方や医 師確
保対策は大きな課 題で
あり、女性の社会 進出
のあり方も今日の 社会

ました。また、先生は、
私の父と年が近く、母
の生家と近所であり、

地方から中央に向けて
“地域の宝情報”を発
信し、地方の活性化を
図り、地方の存在感を
強めていくことは大変
有意義なことと考えて
います。その想いの下
に、志田周子先生の生
涯を銀幕に甦らせよう
とするプロジェクトが
立ち上がったのです。
▼この映画化プロジェ
クトは、地域づくり型、
町おこし型プロジェク

また、混迷を深める社
会の中で、地方の存続
が問われている現在、

現在の三百六十名ほど
の会員の内訳を見ると、
地理的には、町内の方は
もちろんのこと、寒河江
市や大江町、河北町、山
辺町、天童市、山形市な
どの県内、さらに、仙台
市や千葉県、埼玉県、東
京都にお住まいの方もお
り、遠くは大分県からも
申込があります。
所属別等で見てみる
と、議会議員、商工会会
員、観光協会会員、婦人
会会員、また、医師会会
員や県庁職員、まちづく
り応援団員など、いろん
な分野から、ぜひ、進め
ていきましょうという賛
同の声が届き始めていま
す。
今後も、枠を超えて全
国から会員を募集してい
きますが、一方で、何と
言っても地元・西川町民
が一丸となっていくこと
が大切と思います。皆さ
んの参加をお待ちしてい
ます。

沢地区では、大井沢小
中学校と地域が一体と
なって、全国に先駆け

トです。そのためには、
町内外を問わず、より
多くの方々のご支援と
ご協力が欠かせませ
ん。具現化に向けて、
ステップアップした、
より機動力のある組織

～ 広がるネットワーク。 広げようネットワーク！ ネットワークは力なり！！

的テーマでもありま
す。
“志田周子”という
一人の女医、女性 の生
き方を現代に照ら し合
わせてみると、何 とそ
の存在や生き方が 輝い
てくることか・・・・・。

会員申込は東京や仙台からも。いろんな分野から賛同の声が届いています。

記憶ですが、 ４歳上の
姉が盲腸手術 をするこ
とになり、志 田先生に
執刀していた だきまし
た。その時に 、いろい
ろとお話をい ただいた
ことが鮮明に 記憶に残

※当日、順序、内容等に変更がある場合はご容赦、ご了承願います。

「志田周子の生涯を銀
幕に甦らせる会」を設
立します。多くの方々
のご参加をお待ちして
います。

第３部
◆設立総会
・関係者あいさつ
・協議（組織体制、事業計画 等）
志田先生の生涯自体
が、地域の宝、町の宝、
山形県の宝、ひい ては
現代の社会を照らす宝
と思えてくるのです。

第２部
◆映画化の可能性を追求する記念講話（対談）
・「周子に惚れました！こんな物語を書きます。」 脚本家 阿部美佳氏
・「この映画は地域づくり型映画にすべき！」 プロデューサー 岡 雅史氏
・「こうやったら映画はできる！」 映像制作会社㈱キャンター代表取締役 上野境介氏
っています。 その時期
は、先生が亡 くなる３
年前ぐらいで 、その手
術が、先生の 最後の手
術になったと後で聞き

活用化実行委員会委員長

大井沢区長 佐藤耕二氏

設立総会当日の内容は・・・・・・・
■ステップアップした機動力のある組織整備を■

当日は無料です。
会員申込は当日可です。

「志田周子の生涯を銀幕に甦らせる会」
現代の社会を照らす宝

第１部
◆女医志田周子に捧げる記念演芸
・甦らせる会イメージソングの発表 （作詞・作曲：世久 遊氏 歌：西谷知沙氏）
→ この会のために曲をプレゼントしていただきました。
・紙芝居上演 （制作・発表 山形市 船山明子氏）
→ 志田先生の生涯に感動して紙芝居を制作し、上演している方です。
・語り劇「真知子」 （上演：夢実子〈今田由美子氏〉）
→ “女医志田周子”の生涯を基にした一人芝居を続けてきた今田さんの語り劇です。
やまがたの宝「志田周子」資源

ぜひ、お出でください！
志田周子先生の生涯自体が

