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１９年度「あだち区民大学塾」１５講座成功裡に終了！！ 
４年目を迎えた平成１９年度の「あだち区民大学塾」は、昨年４月から本年３月にわたり、計画された１５講座を

成功裡に遂行することができました。これは、関係された皆さんの精力的な活動と区民の「あだち区民大学塾」に

対する認識の向上があったことによるものと思われます。 

「あだち区民大学塾」は「楽学の会」の中軸事業です。２０年度も、皆さんの知恵を結集し進展していきましょう。 

以下、１９年度の講座開催実績を示します。 

講座名 講師名 開催日 応募者数 延受講者数

感性と教養について考えよう 木村寛治 氏、矢萩恵一 氏 4/21,28 ３７ ５３

徳川幕府の崩壊と新撰組 増田光明 氏 5/9,16,23 ３９ ９３

鷗外のぶらり散歩 木村繁 氏 6/13,20 ６５ ７４

山本一力特別講演会 
～江戸人から知る人の絆～ 

山本一力 氏 6/23 ３６０ １９５

外国人のための日本語講座 

      （前期）（後期） 
小川美紀 氏 

7/23,30,8/6 
9/27,10/4,11 

８
８

１５
１８

夏休み親子教室（温暖化） 小林徹 氏 7/30,31 ３１ ４４

知的発見の旅へ 近藤太一 氏 9/26,10/3,10 ３１ ６０

夢あるリタイヤにむけて 中本誠一 氏 9/29,10/6,13 １２ ２６

こころをはぐくむ朗読の魅力 大石もり子 氏、高谷信之 氏 10/23,30 ３１ ５０

歌舞伎の世界に遊ぶ 安江武夫 氏 11/8,15,22 ３５ ７５

お墓のことなら、プロに聞いてみよう！ 中江勁 氏 11/10,17,24 ２８ ５８

知って楽しむ あだちの祭り 雨間秀浩 氏 11/17,24 ２６ ３９

若者の就業状況を知る！ 木元栄子 氏 11/28,12/5,12 １７ ３９

戦後の巨匠・松本清張を読む 中島勝正 氏 12/1,8,15 ２８ ６１

あだちの宝物「五色桜物語」 
木村繁 氏、渡辺隆夫 氏 
浅香孝子 氏 

3/12,19,26 55 １２７
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山本一力氏 特別講演会 

講座のチラシ 

企画会議風景 

夏休み親子教室 
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平成１９年度区民大学塾報告・平成２０年度区民大学塾開催案内 
 

あだちの宝物「五色桜物語」講座実施報告 

 この講座のアイディアは昨年６月に遡る。 次年度の実施を目指

して１１月の検討会議に企画

を出し、賛同を得た。まだ先

の事とのんびり構えていたが、

シーズン性等を考慮し、急

遽３月に繰り上げになった。 

１２月１２日にはチラシの原案を作成、木村先生にお見せして今後の予

定を打ち合わせし、若干手直しの上、白紙委任状を頂いた。講座の内

容と講師との折衝には多少の紆余曲折はあったが、実施の運びとなっ

た。 受講応募者も定員３０名に対し５５名で３月末に開通する日暮里・舎人ライナーと五色桜が開花するシーズ

ンを前に話題性の高い、時機を得た企画となった。第１回は講師 木村繁氏「５色桜はあだち生まれ」、第２回は

講師 渡辺隆夫氏「五色桜は世界の名花」でアメリカの実際の五色桜を写真で紹介、第３回は講師 浅香孝子氏

「五色桜は我等の誇り」と三人の講師はそれぞれが「五色桜」に寄せる並々ならぬ愛着と研究成果を発揮し、受

講者も貴重な知識を吸収した様子、１９年度最終講座を無事に終了した。            （鹿島健一） 

＊アンケートより 

・貴重な勉強をさせて頂いた。足立の桜の歴史を知る上で非常に勉 

 強になった。 

・五色桜という言葉を始めて知った。足立について知識がまた一つ 

増えた。 

・とても興味深く拝聴しました。足立区が好きになりました 
 

＊平成２０年度第１ステージ大学塾２講座開催案内＊ 
 講 座 名 講師名（敬称略） 開催日時 

１ 「新・話し方講座」 

～話す力・感じる力を養う 
コミュニケーション術～ 

元 TBS アナウンサー 船田君子氏 
 
自己開発研究所長 後庵正治氏 

４／９、１６、２３ 

各・（水） 
午後７時～９時 

２ 「只者でないリーダーたち」 

～野球人生に賭けた男たち～ 

元日刊スポーツ新聞社取締役 

佐藤安弘氏 

４／１０、１７、２４ 

各・（木） 
午後７時～９時 

 

受託講座報告「老後の備え安心講座」 
 （実施日：３／８、１５、２２日 講師：田口敦子氏、矢頭範之氏、柴田博氏の３氏） 

老後の講座を企画したのは、上野千鶴子氏の｢老いる準備｣を読んだの

がきっかけです。 

「おひとりさまの老後」が続けて出版されましたが、読みやすく元気がわい

てくる本です。この本などを参考に、介護・法律・健康３つのテーマを選択し

ました。２４時間訪問介護、任意後見制度、おちいり易い間違った健康常識

などを中心としました。どのテーマも２時間では説明できない幅広い量です

が、講師の快諾を得て、今回の講座を開催できたのは運が良かったです。

次年度も楽学の会の会員の意見を参考にして、会員の夢のお手伝いが出来るような講座を企画できたらと思っ

ています。                                                       （安田善英） 

講師の木村繁氏、渡辺隆夫氏、浅香孝子氏

都市農業公園の五色桜（昨年）

講座風景 
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NHK 連携『天璋院篤姫展』関連文化講演会 

この講座はNHK

大河ドラマ特別展・

江戸東京博物館１

５周年記念として

行われました。 

3 月 2 日（日）2

時～4 時。受講者

150 名の募集に対して６００名を超える応募があった

そうです。受講者の関心の大きさを感じました。出足

は早く講座開始１５分前にはほぼ満席となる。 

講演は学習センターの儘田学習部長の挨拶で始

まる。講師は徳川記念財団研究員藤田英昭氏。専攻

は徳川氏を中心とした幕末政治史。演題は「幕末維

新と天璋院」テレビドラマの主人公とは少し異なる『天

璋院』が明治 16 年４９歳の生涯を閉じるまでを、史実

に基づき丹念に追いかけ映像と実像を追いかける楽

しさを知ることができました。また、配布された年表は

史料として価値あるものと感じました。 

ボランテｲアは楽しいと感じた１日でした。 

（今野君江） 

 

 

 

 
放送大学連携講演会  ２月２４日（日）開催 

『激動の中東情勢とアメリカ大統領選挙』 

イランの核開発をめぐっての戦争の危機。イラク、 

アフガニスタン他、

周辺諸国での長

引く内戦状態。

高騰が続く石油

資源をめぐる産

油国と消費の拡

大が進む大国、

アメリカ、中国、インド等のエネルギー問題。 

 そして今２００８年秋のアメリカ大統領選挙に向けて

の各候補の対イラク、イラン政策とは何か、スーパー

チューズデー以後の展望等、中東研究と国際政治の

専門家で、テレビ解説者としてもお馴染みの放送大

学の高橋和夫教授より解りやすく解明して頂きました。

当日は冬型の強風が吹き荒れる中、出足が危ぶまれ

ましたが会場はほぼ満席で、皆様熱心に最後まで聴

講頂きました。                 (金子勝治) 

『女性脚本家が語る！作品の人間模様』 

 女性放送作家３氏が、シナリオ作りを語る講座が２

月２５日、２８日、２９日に開催された。熊谷知津氏は

昼ドラマ、藤森いずみ氏は推理ドラマ、西沢七瀬氏は

アニメ・ちびまる子が主題で。制作スタッフからの様々

な注文に応じながらシナリオを作っていく苦労話や極

意が熱く語られた。 

 テレビドラマをみる側

では、筋の流れやキャ

ストの演技の映像をみ

て楽しんでいるので舞

台裏は知るよしもない。

連続アニメを書き続けて

いく作家の感性の豊かさと逞しさにほとほと感心した。 

 この講座は、受講したい日だけ申し込める方法がと

られていた。                 （相馬義人） 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成１９年度スキルアップ講座 

『行列の出来る魅力ある講座とチラシの作り

方』 

 ２月２０日～３月５日受講者５６名、講師は「NPO 男

女共同参画おおた」の理事、牟田静香氏で、解り易く

歯切れの良い話し方、受講者を飽きさせない講座の

進め方、説得力があり勉強になりました。チラシの作り

方、広報力の高め方、人が集まる講座術、一つ一つ

をクイズ形式を交えて丁寧に説明され、なるほどと感

心致しました。 

また常にアンテナ

を張り、今の流行に

目を向けることが大

切とのことは興味深

い話しでした。最後

に講座作りに大切な

ことはターゲットをしぼる。ターゲットの心に響くタイト

ルをつける。あとは担当者の努力と熱意で決まるとい

う言葉で結び終了しました。大変役に立つ楽しい講

学習センター講座運営ボランティア活動 
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座でした。                 （尾島美津江） 

   学びの場 再発見！     
 第２回目は区内の１３地域学習センターの１つ東和

地域学習センターをご案内します。２月１３日（水）に

今野さん、石田さん、安藤の３名で訪問しました。 
 

複合施設の中の東和センター 

足立区東和３－１２－９☏3628-6201 

 複合施設で図書館、保健総合センター、住区セン

ター、地域学習センターが設置されている。 

 事業所総括主任の林剛哉氏が快く熱心に応対し

てくださった。同行の石田氏ご愛用の施設だそうでア

ポをお願いし実現したものである。 
 

【施設として区民に最も伝えたいメッセージ】 

○近在の方でもセンターの事業や利用方法を知らな

い方が意外と多い。一人でも多くの方達にセンター

を知って、ご利用していただきたい。 

○１階ロビーには活動登録団体の作品展示、会員募

集コーナーがある。 

○開催予定のカルチャー案内やイベントのお知らせ

も掲示している。 

○区民のライフワークとしての趣味・娯楽・教養を高め

る場を目指して学習相談に応じ、歴史・スポーツ・ヨ

ガなど住民の目線に立ってアドヴァイスをしてい

る。 
 

【利用の仕方、楽しみ方】 

○学習室と体育館が利用できる。本年度は文化・スポ

ーツサークル４６団体が登録している。 

○学習室は４つあり、各室の収容数は３０名から４２名

まででサークル活動や講演会などに利用。特筆す

るものは和室(２０名収容)でお茶教室などが快適に

できる。また料理室(３０名収容)があり、いまはやり

の「食育」の勉強の場として活用できる。 

○開館９時～２１時３０分(受付９時３０～２０) 

○交通 

①ＪＲ常磐線亀有駅から徒歩１５分  

②東武バス綾２３系「東和１丁目」下車３分  

③足立コミュニティバス はるかぜ「東和３丁目」下

車３分。 

 

 

 

 

 

 

【学習のポイント】 

○文武両道の施設として、また複合施設としての公的

用件や図書館など多方面の利用による学習機会

の多様性が活かされる。 

【最新情報、施設のこれから目指すこと】 

○現在募集している教室 

・旅行で役立つ中国語会話教室 全５回（有料） 

 北京オリンピック需要にそなえて 

・墨絵を描こう！体験教室 （有料） 

・若さと健康のためのサプリメント 

・楽しい手話教室 

○これからもいろいろな教室を企画開催する予定で、

機関紙「待夢」、チラシ、掲示版で告知する。 

【とっておきの周辺地域情報】 

○しょうぶ沼公園――木立に囲まれた５つの菖蒲田

に江戸系を中心とした８０種６５００株の花菖蒲が５

月中旬から咲き始める。 

○都立東綾瀬公園――桜の名所として知られる。 

○東和親水公園――水車が珍しい。  

 (安藤 寿) 
 
【参加者の感想】 

      ～百聞は一見に如かず～ 

東和センターは図書館を時々利用していたので、

それ以外の施設に興味を持っていたところです。また、

この「学びの場再発見」の提案に興味もありました。訪

問して改めて感じたことは、私たちの身近にもこんな

に利用しやすい施設があったのかという思いです。 

 体育館や和室の教養室は炉があり、茶室としての

使用が可能です。ちょっとした集いにも和の雰囲気が

なんともいえない。また、調理の可能な料理室は、食

の問題が取りざたされている昨今、使い方しだいでは

有効なものとなろう。学習室など今まで知らなかった、

活用している姿を見ることができたことは大きな収穫
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でした。今後も必要に応じて参加したいと思っていま す。                       (今野君江) 
みんなの広場は、会員の憩いの場です。 毎号スペースを設けます。 

             自由気軽に、趣味、生活の知恵、心に残った言葉などを寄稿してください。 

              ☆下記まで（300 字以内）mail またはＦＡＸでお送りください。 

              送付先は相馬まで。電話:FAX.03－3889－8202 

                                            Email: yoshi.soma@viola.ocn.ne.j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

平成２０年３月度の運営委員会は３月６日（木）に開催

された。議事録をもとに報告する。 

１．早坂代表より報告及び提案 

①２月２１日「文化ボランティア全国フォーラム in 東

京」実行委員会開催。（早坂、小林、田中出席）１０月

３０日～３日間開催の予定。 

②２月２３日文京・鎌倉・楽学の会三者の打合せ会開

催。「講師の情報交換」を中心に会合。（早坂、江川、

金子、北川出席）次回は８月以降に鎌倉の予定。 

③すみだ学習ガーデンの要請で６月２日生涯学習セ

ンターで交流会を開催する。参加者数、内容等双方

で検討。 

④３月５日生涯学習センターと打合せがあり、２０年度

生涯学習ボランティア養成セミナーは委託せず、セン

ター事業として９月～１０月に開催するとのこと。 

⑤２０年度から正会員の年会費を改定する提案があり、

理事会で検討し５月開催する通常総会に上程する。 

⑥１９年度大学塾講座実施報告書を通常総会までに

作成し、教育委員会に提出する。 

２．あだち区民大学塾の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜講座検討会議＞ 

講座候補のフォロー、新規情報交換、特別講演会の 

検討があり、２０年度１５講座の企画に会員の協力要

請があった。次回４月４日（金）午後４時から開催。 

＜大学塾企画会議＞  

①教育委員会からの事務用品の支給完了の報告。 

②生涯学習センターよりゴミの分別の徹底、事務機器

の取扱いについて注意があった。 

③次回３月１３日（木）午後３時から開催。 

３．各部、局の報告及び提案 

＜ボランティア活動推進部＞ 

①月例会は４月２５日（金）午後７時～「生涯学習セン

ター事業と運営ボランティアについて」を予定。 

＜広報部＞ 

①楽学ニュース第 129 号は３月２８日に発行。 

②第３回「学びの場再発見」４／２に舎人地域学習セ

ンターを予定。各部局に参加要請の連絡をする。 

③HP 文字かぶりの課題に取り組む。試作検討予定。 

＜事務局＞ 

 足立税務署より、平成２０年４月１日～２５年３月３１

日の各事業年度は法人税の申告不用との通知があ

った。                   （瀬田佳男） 

み ん な の

広 場 

～・～石から楽しく学ぶ～・～ 
 宝石、鉱石、化石、隕石に科学博物館で会い、石の形、色、粗さ等の多彩さに魅せられ、北海道から

沖縄の山、川、湖、海の石と友になりました。 

 放浪ですから、人々との会話もはずみ、民俗にふれ、風景写真も上手になったかな。 

 日本は大陸、地底、海、空からの多種多様の石でつくられ、年齢も零歳から二、三十億歳です。気候

や地球内部の動きで多様な地勢が出来ました。地勢のお陰で、人間移住後も天災地変はありますが、

豊かな農業漁業ができ、鉱石は見本市が出来る程多くの種類があります。金銀は豊富でした。 

 今、石は数億年毎に繰りかえす地球上にただ一つの巨大大陸形成の旅路の途上です。 

 私は石のお陰で脳も活き活きして来ます。 （中山勝喜） 
 

～・～巣立ちの時～・～ 
 先日、都立高校の入試合格発表の会場で一喜一憂する子供達の様子を見て昨年の我が息子の姿

を思い出しました。マイペースな彼が、志望校を決めたのは、晩秋の頃、「一番近いからここに決めた」

の一言に、主人と二人で口をあんぐり。他の理由が何一つないという彼に親としては不安を感じていま

した。 

 いざ受験！合格発表に行き、見事に不合格。さすがにマイペースな彼でも、落ち込んでいました。し

かし、切り替えの早いところも彼の持ち味で…次の瞬間には、一般入試に願いを込めていました。その

願いが通じたのか、受験で無事合格することが出来ました。 

 合格して一年が過ぎ、文句を言いつつも楽しげに毎日登校し、ボランティア部に所属し、いい友人関

係を築いている様子を見ていると彼の選択に間違いはなかったのかなとしみじみと感じている反面、親

のアドバイスなしに色々決めてくる親離れ現象に一抹の寂しさを感じる私です。後日談ですが、彼曰く

「興味は、入学してから探せばいい」と考えていたそうです。親の心配子知らず、ですね。（佐藤育代） 

運営委員会だより 
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Wanted: Volunteers!! 
 今年のさくらの開花予想は３月２８日だそうです。冬

眠から覚めたように心が弾み、暖かさに誘われてどこ

かに出かけたくなります。 

でも、花粉症の方にはつらい季節ですね・・。 

さて、平成２０年度始めは、講堂で開催する講座が

続きます。ご協力よろしくお願い致します。 
 

新しい自分との出会いを求めて………。 

LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  
 

＊新規募集のご案内＊ 
▼東京未来大学連携講演会 

 『子どもの未来をひらく』 
◎日時    4/25  金曜日  

午後3時～5時20分 

◎活動時間  午後2時10分から6時頃まで 

◎会場    生涯学習センター 講堂 

◎募集人数  6名程度 

 （受付・案内・運営等） 

◎講座担当者  分野・坂田 
 

▼和歌山県観光連盟連携講座 

『世界遺産「熊野・高野山」』 
◎日時    5/10・5/17・5/31 

各土曜日 午後2時～4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 講堂 

◎募集人数  8名程度 

（司会・受付・案内・運営等） 

◎講座担当者  永井・山守 
 

▼獨協大学連携講座 

『図説「ユダヤ民族の歴史」 
第３期 イエスの時代』 

◎日時    5/9・5/16・5/23・5/30 

各金曜日 午後7時～9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  8名程度 

（司会・受付・案内・運営等） 

◎講座担当者  坂田・大塚 
 

★★★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 

★申し込み締切り日 
  「子どもの未来」    ４月１０日（木） 
「世界遺産」          ４月２２日（火）  

     「ユダヤ民族」       同上 
*ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで講座内容をチラシで見られます.また申
込もメールで簡単にできます。とても便利です。 
(ｾﾝﾀｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱページと会員専用ページ)  
 
  
○運営委員会 

4月 4日(金) 午後2時～4時 ワークルーム 

○月例会 

4月25日(金)  午後7時～9時 ワークルーム 

テーマ：「講座運営ボランティアについて」 

○学習支援部 

4月 8日(火)  午後6時～8時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

 4月11日(金)  午後3時～5時 ワークルーム 

○広報部 

 4月 7日(月) 午後3時～5時 ワークルーム 

 4月21日(月)  午後3時～5時 ワークルーム 

 4月25日(金)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 4月 9日(水) 午後2時～4時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 4月 4日(金) 午後4時～6時 ワークルーム 

○大学塾企画会議 

 4月17日(木) 午後3時～5時 研修室１ 

○ホームページ企画会議 

 4月27日(日)  午後3時～5時 ワークルーム 

＊ホームページにもスケジュール表を掲載してい

ます。講座予定も入り、とても便利です。 
 

★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 
 

編集後記 

 「五色桜物語」の講座にうながされてか、東京の桜が

開花しました。 

 平成１９年度「あだち区民大学塾」１５講座が成功裡に

終了したことをお届けいたします。数々の講座風景と、

企画・運営に参画された会員諸氏の顔が次々と目に浮

びます。 

 「みんなの広場」は第125号から本号まで11人の方か

ら投稿いただきました。会員相互のコミュニケーションの

一助になることを期待しております。   （相馬義人） 

楽学インフォメーション
★会合のお知らせ★ 


