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「あだち区民大学塾」第３ステージ終了 
 

「あだち区民大学塾」平成１８年度第３ステージは、「外国人のための日本語講座」（11/17,24,12/1）

（講師：小川美紀氏）及び「ワイン学入門講座」（11/30,12/7）（講師：キリンビール（株）米谷秀之氏）

の２講座が終了し、計画した５講座が全て成功裡に実施されました。以下、上記２講座について報告し

ます（他 3講座は報告済）。 

なお、1月１日にリニューアルされるホームページにも報告を掲載予定です。是非、ご覧下さい。 
 
 

◆外国人のための日本語講座 
「コンバンハ ワタシノナマエハ ○○デス ドウゾヨ

ロシク」小川講師のにこやかな笑顔に応えて、はじめは小

さな声で発声していた人もだんだんと大きな声になり、初

日から研修室全体に和やかさと真剣さがみなぎって、大学

塾初の“外国人を対象とした”日本語講座（全３回）は好

評のうちに終了しました。 

自己紹介の仕方から始まり、日本人に多い名前や２３区、

鉄道路線などの読み方、さらには敬語の使い方、名前や漢

字、薬の飲み方などの尋ねかた等々。講師の数々の日本語

講座の経験を生かした資料を用いて、受講者が行動しながら発声する講座の進め方は、「もっといろいろ

な話し方や読み方を知りたい」、「是非この続きをやってほしい」などの希望が多いアンケートにも現れ

ていました。 

今回の講座では、区のホームページを見ての参加や、日本語ボランティアグループで活動中の寺内様

（当会賛助会員）のご紹介による参加など、従来の講座とは違った PR方法が活用されたケースでもありま

した。                                       （原田進） 

 

 
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 

◆あだち区民大学塾「ワイン学入門」講座終了 
 ワイン学入門講座はキリンビール（株）米谷秀之氏のご協

力のもとに１１月３０日・１２月７日に受講者４４名と多数

の参加で講堂にて大変盛況裡に開催されました。 

 ボージョレ・ヌーボーの解禁から２週間後の開催でタイミ

ング的にもよかったと思われ、１日目の試飲はとても愉しそ

うで、２日目はウエルカムドリンクに始まり４種類のテイス

ティングではニコニコしながら和気藹々と、とてもよい雰囲

気でした。 

 多数の参加と女性の方（特に若い人）が多く参加されてい

たのもこの講座の特徴だったようでした。 

 こういう肩のこらない講座もよいものだと思いました。 

                                         （石田佳久） 
 

 第 115 号 (発行 平成１８年１２月２５日)

 
 【編集・発行】 
  特定非営利活動法人 

  あだち学習支援ボランティア「楽学の会」 

 【 事 務 所 】早坂 津夜子 方 

  〒120-0001 足立区大谷田 3-1-15-203 

  ホームページ http://gakugaku.web.infoseek.co.jp/ 

が く       が く 



 - 2 -

◆自主講座◆ 

■格差社会をこえて 
２１世紀社会のあり方 

11 月 25 日、12月

2 日、9 日に行われ

た格差社会のテー

マは硬く、難しい内

容の講座になって

しまうのではない

かと懸念しました。

渡辺雅（一ツ橋大学

大学院教授）男先生

が、以前アニメ「千と千尋の神隠し」を使って社

会科学の講演をしたことをインターネットで知り

ました。 

1回目の講座終了後先生に 2回目は「千と千尋」

を題材にして講義を行って欲しいと要望したとこ

ろ快く引き受けてくれました。名前を奪われる意

味、銭婆と湯婆の市場原理の違い、「顔ナシ」の正

体など社会科学の立場から解説しました。難しい

言葉もなく大変に分り易かった。 

3 回目は「タイタニック号」を題材に、第 1 次

大戦前後のグローバリゼーションについて解説し

てくださり、アイリッシュの踊りやお酒の飲み方

は面白かったです。 

こんな素晴らしい内容の講座になるなら、情報

をたくさん検索して、他の講座でも先生に依頼し

てみようかなと思いました。 

（安田善英） 

 

◆社団法人和歌山県観光連盟連携講座 

空海と世界遺産「高野山」 
 
 本講座は、12月 23 日(土) 午後 2時より高野山

大学文学部 山陰加春夫教授を講師として開催さ

れました。 

暮れの祝日にも関わらず 160 余名と多数の方々

に参加して頂き、講堂での開催になりました。司

会経験が 2 度目の私にとっては初めての大舞台で

あり、始まる前はうろたえてしまいましたが、控

え室で先生と好きな歴史の話が出来た事で、気持

ちが落ち着き司会の場に臨む事が出来ました。 

空海を歴史上の、弘法大師を霊的な存在として、

高野山が他の霊場とは違い生活の場としても存在

する事を、噛み砕いて丁寧に説明して頂いたので

興味深く拝聴することが出来ました。仏様は人そ

れぞれの心の中に在る。56億 7千万年後に弥勒菩

薩が現れ弘法大師が、仏様と人間の通訳をして下

さる。参加者の方々の質疑も活発に行われ、2006

年の最後を締め括るにふさわしい講座で心に残る

お話でした。 

（山守美知子） 

◆生涯学習ボランティア・スキルアップ講座 

「参加型学習とボランティアリーダーの役
割」 

を受講して 
 
 講座は、国立教育政策研究所総括研究官の笹井

宏益氏を講師とし、11月 28 日、12月 5日、12日

の 3回にわたり行われました。 

「参加者間のコミュニケーションを図り、課題解

決に向けて積極的に参加・行動する力を育むワー

クショップの意義とその進め方、さらに進行役と

しての資質や役割を研修し、すぐに使える実践力

を身につける」という目的の講座でした。 

3 回の講座とも、グループにわかれ、活動課題

に対して各自がまず企画・立案し、各々が発表。

それらを討議し、まとめ、統一見解としての活動

計画を作成・発表するという、グループワーク形

式で実施されました。 

コミュニケーションの重要性を認識した講座で

した。各回のテーマを下表に示します。 

（小林徹） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/28
ワークショップ･コーディネーションの 

基本 

12/ 5 地域づくりとボランティア 

12/12 プログラム立案とプレゼンテーション 
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◆放送大学連携講座 

法は環境を守れるか －環境法律家の挑戦－ 
 

 寒さも一段と厳しくなり、

参加者の出足が心配されたが、

11 月 30 日、12 月 7 日、14 日の

全 3 回、放送大学の原島良成

助教授を講師として迎えて開

催されました。 
 
未来の子供たちへ、より良い地球環境を残す

ための“環境法入門”から“実践編”まで、国

と地方自治の法システムを利用した、環境法政

策の現状と概観・環境保全や保護のあり方につ

いて、具体的な事例や判例を判りやすく詳細に

捉えて、法の解釈を検証して戴きました。  
講座の中でも「マイ箸

はし

を持ち歩きましょう」

と呼びかけるなどして、つい堅苦しくなりがち

な内容にも和みを与えると共に、その先生の一

言に環境法律家としての地球環境に対する配

慮の一端を感じ取ることが出来ました。 
 
また、一口メモからも「学べることは幸い」

「正しい知識が必要」「法と法律の違い」等々

数多くの感想があり、環境に対する関心の高さ

は出席者の幅広い年齢層からも伺い知ること

が出来て大変有意義な講座でした。 
（金子勝治） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あしたのまち・くらしづくり全国フォーラム」に

参加して 
 
 12 月 4 日、（財）あしたの日本を創る協会主催の全国フ

ォーラムが、国立オリンピック記念青少年総合センター

で開催されました。第 8分科会の実行委員として早坂

代表が参加、ワークショップには瀬田事務局長と北川

が出席しました。 
 
８つのグループに分けられ、瀬田さんは愛知県「ト 

ヨタボランティアセンター」に、北川は山形県の「酒 

田市子どもと白鳥を愛する会」のワークショップに参 

加しました。 
 

全国から全体で約１００名位出席されましたが、

我々のグループは山形、栃木、群馬、茨城、鹿児島、

滋賀、東京から９名が討議に参加しました。 
 
自己紹介で始まり、４０年も近くボランティア活動 

している方、元教師で団体の会長、お役所の方、町会

長・自治会長、心理カウンセラーなど様々な方がいら

して、まだまだ半年しか経験していない私にとって、

上には上がいて凄いことだと感心しました。 
 
グループ討議は時間の都合上、あまり深入りした話 

し合いは出来ませんでしたが、ボランティア活動への並々

ならぬ“情熱と思い”を垣間見ることが出来ました。 
 
作家石川英輔氏と、今回総理大臣賞を受賞したグル

ープから、事例発表がパネルディスカッション形式で

行われ、三島市のパネラーが大変個性的でユニークな

発表であったように思いました。 
 
以下、私が印象に残った言葉として参考までに記述

いたします。 
 
＊叶えるにはどうすればよいか？だけを前向きに考える 

＊特に汗をかくことが大事で、結果は汗の量に比例する 
 
我々のグループの「白鳥を愛する会」の事例発表で、 

白鳥への給餌活動により自然環境から思いやりの心、

愛する心が育まれていく筈。一方、栃木県では全く逆

で、白鳥への給餌を禁止しているそうで、県の大事な

都タナゴが食い荒らされ、フン公害まで出る始末だそ

うです。自然環境の難しさも、同時に知ることが出来

ました。 
 
今回セミナーに参加して思うことは、時には別の角 

度でボランティアの意義や他の活動団体と接してみ

て、現状での難しさや楽しさ、悩みなどが聞けて大変

参考になりました。今後もこのような外からの情報は

積極的に取り入れた方がよいと思います。 

（北川勇） 

 

 

 

運営ボランティアの皆さん 
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◇新理事の紹介◇ 

｢楽学の会｣のさらなる発展を願って 
 

理事 江川武男 
｢楽学の会｣に入会して、早いもので丸１年が過

ぎました。この１年は、自分なりに出来る事、興

味のある事を行ってきましたが、今後は積極的に

行動し、会の発展に努力したいと考えています。 
また、会を発展させるためには、各々の“事業”

を拡充させていく事が一番重要なことですが、会

員の“和”も発展する上で大切な事のひとつであ

ると思います。 
現在の良い雰囲気を更に充実させ、この環境を

持続させていきたいと思っておりますので、よろ

しくお願い致します。 
 
 
◇新会員紹介 

◇◆秋本耀子さん◆◇ 

生涯学習を心にきざんで 
 
 もう３０年余りになります。 
「足立区民大学」１期に学ぶ機会を
得ました。その後、勤めに追われ、
定年退職後は孫の面倒等で時間が
持てず、やっと再び「あしだち大

学」の最後の講座を受けることが出来ました。 
カリキュラムも楽しく、なかでも「日本語につ

いては」は印象的でした。「言葉の中には人間の感
性が残る」は心に響きました。大変むずかしい事
と思いました。 
 或る時「NPO 入門講座」に目が止まり、活動団

体に「楽学の会」がある事を知りました。案内書

に「学ぶ方の応援と自身の輝きを目指し生涯学習

を心にきざんで」と、お手伝いをしながら学べる

事と、ボランティアとは「みな同じ立場で助け合

い支え合う」の精神で、とを心に留めて、皆様の

ご指導を仰ぎつつ健康に留意し、微力ながらも住

み良い優しい社会を次世代に繋ぐ事が少しでも出

来ればと願って居ります。 

 宜しくお願い申し上げます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆本の紹介◆ 

〔２１世紀生涯学習と余暇〕 

「高齢余暇が地域を創る」 
瀬沼克彰 著 

 著者は桜美林大学教授、（財）日本生涯学習総 

合研究所理事、日本余暇学会会長、ＮＰＯ法人 

「楽学の会」顧問、人間科学博士（早稲田大学）。 

発行 （株）学文社  ℡：03-3715-1501（代） 

 200６年１１月発行 定価 2,500 円（税別） 
 
 ◇高齢者の生きがいと地域の再生 

  我が国は世界に例を見ない速さで高齢化が 

 進行し、今や「人生９０年時代」到来とか。人口問 

 題専門家は「高齢化率（６５歳以上の人口割合） 

は、２１世紀半ば頃には３０％台後半に達す 

るだろう。」と推測している。 
 
さて、著者は本書まえがきで、「退職した 

 高齢者の生活時間はほとんどが余暇（自由時 

間）。人生最後で最長の自由時間を使って、 

新しいことに挑戦することが望まれる。しかし、現 

実はかなり多くの高齢者が、なす所もなく日々惰 

性に従って生きている。」と指摘している。 
 

第１章で、高齢者が日々活力をもって生き 

るためには、余暇を活用して地域に積極的に 

入っていき自分の生きがいを創っていくと共 

に、地域を住みよく暮 らしよいものにしてい 

く地域余暇を開いて欲しい。また、各種調査 

結果から、ボランティアや地域活動で社会に 

貢献している高齢者が多い。地域再生のため 

に「高齢者パワー」が不可欠と高齢者の生き 

がいを示している。さらに、高齢者の参加に 

よって地域が変わってきたとも記している。 
 

第４章では、著者がかかわりを持ったり、 

取材などによる事例として、各地の住民主導 

のシニア大学、高齢者学習プログラムなどの 

具体的事例を紹介し、地域参加へのヒントを 

掲げている。 
  
  学習支援活動により、住みよいまちづくり 

 を目指して活動を展開している私たちは、本 

書を高齢者向けの書物と捉えることなく、活 

動や学習のノウハウとして是非 

活用されるよう、紹介したい。 

もちろん団塊の世代や高齢者の 

人たちにも。 

       （市川茂敏） 
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運営委員会だより 
 平成 18 年 12 月度の運営委員会は 12 月 6 日（水）

に開催されました。議事録をもとに報告します。 
1．早坂代表より報告及び提案 
① 12 月 3 日～5 日開催された“あしたの日本を創

る協会”全国フォーラムの報告があった。 
分科会「わたしたちの思いをかなえよう！まちづ

くり」には瀬田、北川の 2 名が参加した。参加者

に交通費・昼食費を支給したいとの提案があり異

議なく了承した。 
② 12 月 5 日文京アカデミー主催の文京区民大学院

講座に出講した報告があった。テーマは 
「地域に帰り、地域で暮らす」 

③ 特別区研修、文京アカデミーの講師謝金から経費

を差し引いた残額を寄付するとの提案があった

が、個人に対する謝金であり寄付の必要はないと

の総意になった。 
２．「あだち区民大学塾」の件 

① 山本一力氏を招聘して特別講演会を 6 月 23 日

（土）午後 2 時より生涯学習センター講堂で開催す

ることが決定した。募集定員 150 名。 

② 第 3 ステージ実施状況 
・「司馬遼太郎」応募 47 名、受講 42 名。 
・「デザイン」 応募 13 名、受講 12 名。 
・「川柳」   応募 23 名、受講 23 名。 
・「日本語」  応募 9 名、受講 9 名。 
・「ワイン」  応募 51 名、受講 42 名。 

③ 第 4 ステージ開催予定 
・「安藤昌益ってだれ？」石渡博明氏（安藤昌益の

会事務局長） 2／22、3／1、8（木） 研修室 3 
・「楽しみながら歴史を学ぶ」安藤義雄氏（足立史 

談会会長） 3／3、17、24（土） 研修室 1 

・「知って得する定年前後の法律知識」 
中川直毅氏（社会保険労務士） 

2／21、28、3／７（水）研修室 3 
④ 平成 19 年度の講座企画 

・「感性と教養について考えよう」木村寛治氏

（日本工業大学名誉教授）4／14、21、28（土） 
・リピート講師との折衝を検討 

⑤ 年末・年始「大学塾」事務局当番 
12 月 13 日～28 日はなし。 
年あけの開始は 1 月 5 日から 

３．ホームページの件 
 リニューアルの基本計画を決め、1 月 1 日の開始 
を目標に作業を進める。 

４．各部・局等からの報告及び提案 
○ 学習支援部 

① 学習センターへ提案する「教育をテーマ」に 
した講座（3 コマ）の検討をしている。 

○ ボランティア活動推進部 
① 今年入会及び 1～2 年目の会員、1 年以上活動

に参加していない会員を対象にアンケート調

査を実施したいとの提案があり異議なく了承

した。 
② 2 月の月例会は講師に教育委員会本間係長、

学習センター武田課長を招聘して開催する。 
○ 広報部 

「楽学ニュース」第 115 号は 12 月 25 日に発行

する。 
○ 事務局 

① 足立都税事務所より平成 17 年 4 月 1 日から 
  平成 18 年 3 月 31 日までの都民税免除決定 
  通知書を受理した。 
② 教育委員会よりグループ・サークル情報登録

変更申請用紙を受領し、登録内容（代表者変

更）を更新して回答することにした。 
③ 「男たちのボランティア 2007」実行委員会で

開催日時、会場、参加費が決まった。詳細は

“ときめき”12 月 15 日号に掲載される。 
○ その他 

「大学塾」講座実施報告書グループから作業状況

の報告があった。 
                （瀬田佳男） 
 
 
 
 

 
 

 

◇募 集！！◇ 

２００７年を迎えて、新年のメッセージ 
２００７年を迎えて、会員の皆さんのメッセージを「楽学ニュース」１１６号（１月号） 

及び１１７号（２月号）に掲載いたします。奮って、ご応募下さい。 

◇執筆要領 
1）文字数  ：３００字程度 

2）原稿締切り：２００７年１月１５日 

3）送付先  ：広報部 小林 徹ＦＡＸ 03-5242-2638 

4）メールアドレス kobatets@yd6.so-net.ne.jp または、広報部員へ  
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楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

○運営委員会 

1月 10 日(水)  午後 7時～9 時 ワークルーム 

○ 月例会 

 1 月は 9日(下記※)の「見学と講演」に替わります 

○学習支援部 

1月 17日(水)   午後 6時～8時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

 1月 16日(火)   午後6時～8時 ワークルーム 

○広報部 

 1月 12日(金)  午後2時～4時 ワークルーム 

 1月 19日(金)   午後3時～5時 ワークルーム 

 1月 26日(金)   午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 1月 19日(金)  午後2時～4時 ワークルーム 

○大学塾企画会議 

 1月 16日(火)  午後3時～5時 ワークルーム 

○江戸東京博物館見学と講演会 ※ 

 講演会：「江戸城の構造」 

 １月 9日（火） 午前１０時３０分、現地集合 

参加申込みは締切りました。 

 

★お問い合わせ＆ご意見等★ 
 
○「楽学の会」の運営に関するお問合せ 
 事務局 瀬田佳男 電話：03-3896-2462 
     E-Mail：ys-0618@taupe.plala.or.jp 
 
○ホームページに関するご意見・ご提案 
  ホームページグループ：田中国弘 
   電話：03-3856-9290  
  E-Mail：ku-tanaka@asahi.email.ne.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆みんなの広場◆ 
 

「武士の一分」を観る 
 
 映画「武士の一分」は山田洋次監督の藤

沢周平時代劇 3 部作の最後を飾る作品で、

江戸後期の地方の小藩を舞台に、盲目の下

級武士の誇りと夫婦愛が描かれている。 
 
 原作は藤沢周平の隠し剣シリーズの「盲

目剣谺返し」である。彼の時代小説を好ん

で読むが、あの端正な文章、登場人物の凛

とした小気味よさ、江戸市井や海坂藩の鮮

やかなロケーションなど、読んでも読んで

もあくことを知らない。 
 
 鬼籍に入られて 10 年、いまほど藤沢周

平がメジャーになったことがあったろうか。 
 
 なぜ、いま藤沢周平なのか─月刊『望星』

編集部・編で近日中に発刊される「藤沢周

平に学ぶ」で解き明かされる(？)らしい。 
 
 封建社会の中でつつましくも凛として

己を持し、武士の一分を貫く潔さ、愛しき

ものへの恋情などというものは、閉塞した

いまの格差社会では蜃気楼でしかないの

だろうかと思いつつ、この本が店頭に並ぶ

日を待っている。 

     （木島叔子） 

編集後記 
 激動の 2006 年。中流意識から格差社会へと、こ

の国も大きく変わりました。当会も法人になり区民

大学塾も始まり盛況です。「余暇の活用ですよ」と、

甘い言葉に？ボランティア参加した方も多いので

はないでしょうか。しかし現実は、そう甘くはない。 

長い間ボランティア活動をしてきた私も、最近で

は批判もしながら冷めた目でボランティアを見、

日々活動しています。でも、ボランティア活動でき

ることに感謝しています。これからも「使命」を持っ

たボランティアでありたいと思います。 

＊久しくご無沙汰の方も、どうぞ、ご意見近況をお

知らせください。 

               （高見沢公彦） 


