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「あだち区民大学塾」 
 
 

 

 

 

 

このたび、直木賞作家の山本一力氏による講演会を「あだち区民大学塾」の一

環として開催することとなりました。 テーマは「江戸人から知る人の絆」です。

会員の皆さん、協力して成功させましょう。 

聴講の募集要領は次のとおりです。皆さん、誘い合って参加しましょう。 

また、運営スタッフも募集しています。こちらにも応募を

お願いします。 

 

日時：平成１９年６月２３日（土） 午後２時～３時３０分 

会場：足立区生涯学習センター ４階 講堂 

定員：１５０名 

受講料：無料 

聴講申込みは、往復ハガキに「山本一力特別講演会」と明記の上、

６月９日（土）必着です（＊１）。 

  送付先：１２０－００３４ 足立区千住５－１３－５ 

      足立区生涯学習センター内 あだち区民大学塾事務局 

（＊１）：聴講のみ希望の会員は、別途配布の「運営スタッフ登録用紙」で  
「聴講のみ希望」と記入し事務局へ郵送又は FAXで申し込みください。  

   締切は６月１２日（火）  
✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭    

「あだち区民大学塾」運営スタッフ募集！！ 
１．事務局当番（6/10～7/18） 

２．運営スタッフ 

（１）「森鷗外」6/13・20（全２回・水曜日）19:00～21:00 

（２）山本一力・特別講演会「江戸人から知る人の絆」 

                        6/23（土曜日）14:00～16:00  

申込み先(1、2 共)：あだち区民大学塾事務局まで＝FAX.03-5813-3759 
✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭  
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が  く      が く  

直木賞作家 

山本一力  氏  
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あだち区民大学塾 講座報告 
 

✭✯感性と教養について考えよう✯✭  
この講座の企画は、昨年５月に河合隼雄文化

庁長官（当時）の特別講演会を目玉として開催

した「あだち区民大学塾フォーラム」の日、参

加者の一人として来場された木村寛治氏が、自

分は河合氏とは“感性”に関する各種フォーラ

ムで一緒に仕事をしている仲だと名乗り、後日

「お父さん・お母さんのための教育原理」とい

うテーマで講師に応募をしてきた時に端を発し

た。同時に提供された著書「感性と教養」を読

んでみて、大学塾として採用が決まり、私と石

渡さんが担当になった。  

木村寛治氏  
当初メインテーマには「感性と教養について

考えよう」とし、三回の講座を企画していたが、

講師との打合せの途中紆余曲折があって一時は

取りやめようかとの事態になった。私達の実現

に向けての意欲と二日目講師を予定していた矢

萩校長が日頃の研究成果を話したいとの熱意を

示し、結局二回に短縮した講座で進める運びに

なった。  

矢萩惠一氏  
 
 

日程的にタイトで忙しかったが、何とか４月

２１日、２８日の開催に漕ぎつけたもの。  
初めの時期、テーマが少し固いのかなとの観

測があり受講者の応募が少なくて講座が成立す

るものかと気を揉んだが、最終的には３７名に

なってホッとした。  
講義は、受講者からは好評でした。長い準備

期間を要した講座を終了し、今、肩の荷を下ろ

したところです。        （鹿島健一） 
 

✭✯徳川幕府の崩壊と新撰組✯✭  
本講座は増田光明氏を講師にお招きして５月

２３日に三回目の講座を無事終了した。  
 私が歴史講座検討会のメンバーとして、ずっ

と以前から暖めていた企画を実現出来て感慨も

ひとしお。  
 増田氏は昨年１０月に「司馬遼太郎・・・」

の講師中島氏から、綾瀬に永年うなぎ屋を営む

傍ら新撰組研究をしている人がいる、として紹

介されて知り合った。  
近藤勇率いる新撰組が幕末終焉の一時期、官

軍に追われながら、綾瀬の五兵衛新田に駐屯し、

短い日数の間に何をしたか？ 増田氏がこの地

区に在る旧家に残されている古文書などを調べ

ている内に、再起を図って、鉄砲の弾と火薬を

作っていたのではないか、との興味ある仮説を

打ち出していた。歴史認識の上で画期的な見解

であり、未だにこの仮説をひっくり返す議論は

ないとのこと、足立区綾瀬とのかかりあいも鮮

明になって正に「区民大学塾」の講座として適

切かと思い、講座実現のため折衝を続けてきた。 
 ５月９日は３３名、１６日は３１名、２３日

は３０名、延べ９４名の受講者を得て、さらに

２９名の方からアンケートを頂いた。関心の高

さと好評のうちに講座を終了出来ました。  
 関係した方々へ改めて感謝します。  

  （鹿島健一）  
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▼区民カレッジ 

◆◆レオナルド・ダヴィンチの謎◆◆  
 
 “ダ・ヴィンチコード”の小説や映画が評判に

なり、上野の国立博物館でダ･ヴィンチ展が開催中

とあって、４月１８日・２５日の２回開講した西

洋美術講座にはダ・ヴィンチ愛好者７０名が参加

した。  

 美術史研究者  斉藤陽一氏を迎え、会場にはルネ
ッサンスの音楽が流れ、レジュメとスライドによ

り、ダ･ヴィンチの芸術と人間像の謎が分かりやす

く解説された。“受胎告知”“モナ・リザ”“最後の

晩餐”などの作品の技法や特徴、見方を学ぶこと

ができ、ダ・ヴィンチのすばらしさと凄さに感銘

をうけた。  
                （相馬義人）  
 
▼獨協大学連携講座  

◆◆図説「ユダヤ民族の歴史」◆◆  
 

 ４月２０日、２７日、５月１１日、１８日の４

回にわたり、獨協大学講師の谷口郁夫氏により「天

地創造」と題して、ユダヤ民族の歴史をひも解く

講義がありました。 

講義は、主として、ミケランジェロのシスティ

－ナ礼拝堂の絵画の映像を用いてビジュアルに、

非常に分かりやすく解説されました。聴講者全員

が興味を持ったことと思います。 

講座には７９名の応募があったとのこと、セン

ター関係者、運営スタッフを加えると研修室１は

満員の盛況でした。今回の講座のような歴史的な

テーマに聴講者が多く集まるのは、区民に、知識

と教養を身につけたいと思う人たちが沢山いるの

だということが分かったような気がします。 

（小林徹） 

ユダヤ民族の歴史 谷口講師と運営スタッフ 

 

 

２００７年度 

生涯学習ボランティア養成セミナー 

運営スタッフ募集 
 

楽学ニュース 119 号で予告しましたが、2007 年度の

生涯学習ボランティア養成セミナーは 6/22・29・7/6・

13・20・27（全６回・金曜日）19:00～21:00 で行いま

す。ついては、運営スタッフを募集いたします。 

なお、６月１５日（金）19:00 から生涯学習センター

にて運営スタッフ会議を行いますので、申し込まれた

会員は参集下さい。 

 

申込み先：メール: 石田 佳久  
ea61566@cb3.so-net.ne.jp 

  FAX：区民大学塾事務局 5813-3759 

 

運営ボランティア報告 
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４月月例会報告 

 

 

 ４月の月例会は、足立区財政課長（前文化課長）

の大高秀明氏に「足立区の文化芸術振興の施策に

ついて」と題し講演していただきました。 

 内容は、平成１３年１２月に制定された「足立

区文化芸術振興基本計画」に基づき、平成１８年

１１月に答申された「未来にはばたく足立区の文

化芸術」の骨子についてであった。協働で文化芸

術の振興を推進しようというのが柱となっている。 

 ２３区で始めてという、基金を活用した施策の

充実として「足立区文化芸術振興基金」を設置し

たことは、区が文化芸術の振興に力を入れている

ことがうかがえる。 

 足立区が文化都市として進展していくことに期

待しましょう。          （広報部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップページの URL 変更ご連絡 
（ダイレクトにトップページを閲覧に変更） 

現在のトップページ 
http://gakugaku.web.infoseek.co.jp/index/ 
更新後のトップページ 
http://gakugaku.web.infoseek.co.jp/ 
お気に入りを再登録してください。 
 

 

 

 

平成１９年度・国立女性教育会館研修

レポート 
（５月１８～１９日） 

家庭教育・次世代育成のための指導者養成  
セミナー  

「アウトリーチによる新たな支えあいと連携－  
『待つ』から『届ける』へ」 

 

新緑の中、全国から１０２名の参加者が集い、

家庭教育・次世代育成に関する支援の取り組みと

して、本当に支援が必要な人まで行き届くように

するための具体的な方策について、様々な視点か

ら実践的研修が行われました。 

 

プログラム１日目： 

①関係省庁（内閣府・文科省・厚生労働省）に

よる説明・質疑応答 

②情報提供・ワークショップ(家庭教育に関する

国際比較調査を読み解く) 

③シンポジウム(日本型の子育て支援のアウト

リーチを考える) 

 

プログラム２日目： 

事例報告・討議「アウトリーチによる『新たな

支え合いと連携』」と題し、４グループによる分科

会「家庭の教育力の充実を支援する」に参加した。  

最後は学習のまとめとして、研修を通して得た

ことを振り返り、研修成果の活用プランを提出。  

それらをそれぞれの組織や地域でどのように活用

し、取り組みの充実につなげて行くか、具体的な

企画について考えました。更に、提出した具体案

について６ヵ月後に追跡調査を実施するという徹

底振りで、これからの独立行政法人としての在り

方、ナショナルセンターとしての役割を前面に打

ち出した研修プログラムでした。    

（早坂津夜子）  
 

 

今月も楽しい新着情報お届けします。是非アクセ

スしてください。 

皆さんのアクセスが HPを元気にします！ 

・山本一力特別講演会開催のご案内 

・養成セミナーのご案内 

・「あだち区民大学塾」平成 19年度第１ステージ

開催報告 

・会員お役立ち情報 

 会員専用ページ ID:guest  PW: haya0101 
 ◆各部会報告 

 ◆あだち区民大学塾企画会議 

 ◆生涯学習センターの運営ボランティアにホー

ムページから簡単に申込できます！ 

・その他「新鮮、楽しい、役に立つ」情報満載 
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 平成 19年５月度の運営委員会は５月７日（月） 
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  
①４月２８日第１回事業運営推進会議を開催した。 
 会全体に関する諮問を数項目依頼した。審議の

上１０月を目安に中間報告を提出する。なお、

座長は市川相談役に決まった。   
 ②文化ボランティア全国フォーラムは７月３１日

～８月２日、弘前市で開催される予定。 
 ③平沢顧問より、狭山市に生涯学習関連の市民組

織が出来、教育委員会社会教育課の担当職員に

「楽学の会」の見学を進言したので、適宜対応

の依頼があった。 
 ④６月開講の生涯学習ボランティア養成セミナー

の事例発表者選出の提案があった。   
２．「あだち区民大学塾」の件  
 ①現行の企画会議は講座の企画と運営の両方を協

議しているが、講座の企画に十分な時間が取れ

ないため、この改善策として「講座検討会」（仮

称）の設置提案があった。審議の結果設置が了

承された。なお、「歴史検討会」の位置付けにつ

いて今後検討することになった。 
 ②特別講演会の準備状況の報告 
  チラシは現在１，８００枚印刷済みで、６月初

旬に追加印刷を予定している。「ときめき」６月

１日号に記事掲載のほか、「足立よみうり」「東

京新聞」等に掲載を依頼する。 
 ③講座実施報告書の作成状況について報告があっ

た。 
３．ホームページの件  
  契約会社との手続き不備のため４月２５日～

５月１日まで接続ができなかったが、契約を更新

して５月２日から接続が可能になった。 
４．各部・局等からの報告及び提案  
 ＜学習支援部＞  
  平成１９年度「生涯学習ボランティア養成セミ

ナー」のスタッフ会議を６月１５日（金）午後７

時から開催する。なお、事例発表は、江川武男、

木島叔子が選出された。 
＜ボランティア活動推進部＞  
 「アンケートまとめ」について報告があり、こ

れをどう活用するか引き続き検討することにな

った。 
＜広報部＞  
 「楽学ニュ－ス」第１２０号は５月２８日に発

行する。 

 ＜事務局＞  
①平成１８年度収支計算書、貸借対照表、財産目

録について報告があった。 
②「あだち NPOまつり」は６月９日（土）午後 
１時から竹の塚センターホールで開催する。内

容は、講演会「わたしの NPO活動」、活動展示、
体験コーナー、活動成果発表、模擬店等を計画 
している。なお、映画「武士の一分」は設備の 
都合で６月５日（火）ギャラクシティに変更に

なった。 
５．その他  
 ①「研修会」を６月１７日・１８日鬼怒川ロイヤ

ルホテル（TEL０２８８-７７-２１１１）で実
施する。費用は、約１５，０００円。参加者を

各部で取りまとめ、５月２５日までに幹事（鹿

島・鈴木）まで連絡する。 
②月例会・運営委員会の日程変更 
・７月「月例会」 
 ７月２７日（金）を２４日（火）に変更。 

・ ８月「運営委員会」 
  ８月６日（月）を７日（火）に変更。 
・ ９月「月例会」 
  ９月２７日（木）を２８日（金）に変更。 

                 （瀬田佳男） 
 

 

おめでとうございます！ 

 このたび、「楽学の会」会員の瀧呑昭龍さんが、

公務における長年の功績により、春の叙勲・瑞宝

小綬章を受章されました。 

心からお祝い申し上げます。 

 

 

６月月例会案内 
１． 日 時：６月２８日（木） 午後７時から 

２． 場 所：生涯学習センター ５階 

３． テーマ：「生涯学習とボランティア」 

４． 講 師：教育委員会 

学力向上推進室担当係長  

堀越 幾男氏 

 

 

 

 

 

 

 5 月 運営委員会だより 
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生涯学習センター 
ボランテｲア情報 

Wanted: Volunteers!! 
 

 あっという間に桜の時期は過ぎ、ハナミズキそ

してつつじと目を楽しませてくれましたね。紫陽
花の新芽がむくむくと大きくなって、梅雨の季節

が近い事を気付かせてくれました。じめじめした

季節になりますが、心は晴れやかに過ごせるとい
いですね。 
今月のボランティア募集は３件です。いつも元

気ではつらつとした楽学の皆様にお会いできるの
を楽しみにしています。 

 

＊新規募集のご案内＊ 
▼ＮＨＫ関連文化講演会 

『失われた文明 

「インカ･マヤ･アステカ」展』 
◎日時    ６/３０（土曜日) 午後 2時～ 
◎活動時間  午後1時から4時30頃まで 
◎会場    生涯学習センター 講堂 

◎募集人数  ８名程度 

（司会・受付・案内・運営等） 

◎講座担当者  大塚 

 
▼東京電機大学連携講座 

『環境の変化と私たちの暮らし』 
◎日時    ６/２６、７/３、７/１０(毎火曜日) 
      （全３回）午後７時～ 
◎活動時間  午後6時10分から9時30分頃まで 

◎会場    生涯学習センター 講堂 

◎募集人数  ６名程度 

（司会・受付・案内・運営等） 

◎講座担当者  坂田･高柴 

 
▼ 大塚製薬(株)連携講座  

『知って得する 

ビタミン・ミネラルの話し』  
◎日時    ７/４ (水曜日) 午後２時～ 
◎活動時間  午後1時10分から4時30分頃まで 

◎会場    生涯学習センター 研修室１ 

◎募集人数  6 名程度 

（司会・受付・案内・運営等） 

◎講座担当者  分野 

 
※講座の詳細は公社ニュース ６/1号をご覧下さい 

 
新しい自分との出会いを求めて………。 

   LE T’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  
★★★申し込み方法★★★  

   生涯学習センターに直接、電話・ｅメールなど
でお申込みください．その際は、「運営ボランティア

申込み」とお申し出ください。 

Ｔｅｌ：５８１３－３７３５ Fax：3870-8407 

gs@kousya.jp 
（楽学の会のホームページからも申し込めます） 

申し込み締切り日 

 「ＮＨＫ連携講座」 ６月１５日（金） 

 「環境講座」 ６月１３日（水） 

 「ビタミン講座」 ６月２０日（水） 

 

 
 

 

○運営委員会 

6月 5日(火)  午後 7時～9時 ワークルーム 
○月例会 

6月 28日(木)  午後 7時～9時  
○学習支援部 

6月 8日(金)   午後 6時～8時 ワークルーム 
○ボランティア活動推進部 

 6月 7日(木)   午後 5時～7時 ワークルーム 
○広報部 

 6月 7日(木)  午後 3時～5時 ワークルーム 
 6月 25日(月)  午後 3時～5時 ワークルーム 
 6月 28日(木)  午後 3時～5時 ワークルーム 
○事務局 

 6月 15日(金) 午後 2時～4時 ワークルーム 
○大学塾企画会議 

 6月 15日(金) 午後 4時～6時 研修室５ 
○ホームページ企画会議 
 6月 24日(日)  午後 3時～5時 ワークルーム 
 

★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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

編集後記  
「風薫る新緑の候」のはずですが、暑かった

り、突然雷雨になったり、気候の変化を感じま

す。大学では「はしか」が流行し、休講になる

とか、今までに聞いたことがありません。地球

に何か変化が起こっているのかもしれません。 
さて、楽学ニュースは今回で 120号となり

ました。ますます充実していくことを願ってい

ます。             （小林徹） 


