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平成 21年度「楽学の会」9月月例会報告 
 あだち区民大学塾の開催は 9月末までに 8講座を終了し、各講座とも受講されたかたより大変好評をいただき
ました。10月より第4ステージに入り更に多彩な内容で7講座が企画されています。 
 また、29日の月例会には新たに入会された齋藤のり子さん、坂木重弘さん2名の方が出席されました。 
 今回は教育委員会 生涯学習課 堀越幾男氏をお招きして「足立区生涯学習施策の動向」と題して、足立文化・

産業・芸術新都心構想 ～大学連携を中心としたまちづくりの新しい風～を基本構想に現在までの歩みを下記 10
ポイント。 
 ①足立区の生涯学習の出発点        ②「足立区生涯学習推進計画」の策定 
 ③生涯学習推進課の設置と区民の協働    ④生涯学習推進計画のその後の推移 
 ⑤高等教育機関の誘致・設置        ⑥生涯学習施設の建設 
 ⑦財団法人の設立と経過          ⑧開かれた学校づくりと外部人材の活用 
  ⑨教育委員会の推進組織の変遷       ⑩各種啓発資材の作成 
集約してまちづくりや人づくりに生かす、生涯学習・社会教育の施策を、国の動向、東京都の動向、足立区の

生涯学習施策として説明して頂きました。                    （ボランティ活動推進部） 
 
 
 
 
 
 
                           

 

新入会員のメッセージ

「入会の経緯とやって見たいこと」。 
       齋藤のり子さん                

私が楽学の会を知ったのは、西

洋美術史講座を受講した時の事

です。私はそこで目にした様子

に心奪われました。それは、会

場で受付、司会をしている人達

の生き生きとした楽しそうな姿

です。「え、これってボランティア・・・私もやって

見たい」こうした衝撃的な出会いから、生涯学習ボラ

ンティア養成セミナーに参加し、楽学の会の運営内容

等を学ぶうちに、「この活動を通し自己啓発や、人と

接する緊張感が良い刺激となり私自身を高めて行け

るのでは」と思え、入会を決めました。このような事

から当面は運営ボランティアへ参加させて頂き、今後、

ご指導を賜り勉強しながら少しでも活動の幅を広げ

て行けるよう努力したいと思っています。どうぞよろ

しくお願いします。 

「地域社会に関わりを」 
         坂木重弘さん            

私は、昭和21年に地元の柳原に
生まれ、仕事の関係で途中、石川

県の金沢に11年ほど住み、東京を
離れた以外はずっと柳原に住んで

いる根っからの下町っ子でありま

す。今年の6月に仕事の方も現役
を引退し、時間の余裕も出来るので、何かすることを

見つけなければと思っていたところに、たまたま“生

涯学習ボランティア養成講座”のことを知り受講した

ところ、ボランティアは一言で言うと、地域社会にか

かわりを持ちながら、自分の居場所を作り、自分探し

の旅を続けることである。というあくまで自分磨きの

為なんだという部分に共感して入会することを決め

ました。皆様の足を引っ張らないように、自分なりの

ペースで、あせらずやっていこうと思っておりますの

で、ご指導をよろしくお願いいたします。         

 第146号 (発行 平成21年10月29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 
 

平成２１年度あだち区民大学塾 
◆◆第3ステージ講座開催案内◆◆ 

講座名 講師名 開催日時 

中国・国宝演劇 「京劇の世界」 
中国太陽芸術団団長 

程 波(ていは）氏  他 

12／5（土） 
14時～16時 

上記講座が開催されます。会員の皆さん、協力し成功させましょう。当日は、京劇の歴史や観劇のポイントなどを分か

りやすく紹介します。講演の構成：・京劇とは ・京劇の実演 ・京劇を体験（メイク＆衣装）・トークショウ。  

大学塾講座運営スタッフへの参加をお待ちします。 申込先：事務局 電話・FAX 03-5813-3759 平日1時～5時 

E-Mail：takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp （ボランティア活動推進部 江川武男）  kkaneko1943@msn.com （同部 金子勝治） 
 

◆◆第 2ステージ 3 講座実施報告◆◆ 
「大淵澄夫の足立スケッチ入門」 

 公社ニュース「ときめき」15日号に「大淵澄夫の足立
素描」を連載している大淵澄夫氏を講師にお迎えして開

催しました。 
 当初 10 月 1 日、8
日、15日の予定でした
が、10月8日は、台風
18 号の接近情報があ
り、中止して、22日に
3 回目を開催しました。 
 10月15日には、近
くの安養院の境内でスケッチ体験をしました。この日は、

天気に恵まれて、受講生の皆さんは、講師のアドバイス

をいただきながら、真剣に写生に取り組んでいました。 
 スケッチ終了後、講師から一枚一枚の作品に講評をい

ただき散会しましたが、受講生の皆さんが身を乗り出し

て、食い入るように聴いている姿がとても印象的でした。 
・実技があって、とてもよかった。 
・旅行にもスケッチが楽しくなりそうです。 
・良い企画で楽しい。 
・講座を連続してやってほしい。 
等の感想が寄せられていました。     （齋藤龍男） 
              

「鬼平・長谷川平蔵“７つのナゾを追う”」 
 標記の講座は10月3・10・17日の3回に亘り講師
に佐々木 明氏を招き開催され、39 名の受講申し込
みがあった。 
 二回の座学に続

いて17日に現地学
習を実施したとこ

ろ、24 名が参加さ
れ、講師とスタッフ

5 名が待つ小伝馬
町駅に集合した。吉田松陰も処刑されたという牢屋敷

跡を皮切りに、見学会がスタート、お玉が池跡から神

田川沿いにある柳原土手、柳森神社を訪れ、秋葉原駅

で休憩になった。 
各自昼食の後、電車で信濃町まで行き、四谷怪談で

知られる“お岩稲荷田宮神社”を参拝し、勝興寺では

たまたま住職が居て寺の由来を説明され、一行は予期

せぬ発見に一行は喜ばされた。 ようやく鬼平の菩提

寺“戒行寺”に到着、佐々木氏による平蔵の業績と戒

行寺に関する現地講義があった。 今も多くの平蔵フ

ァンが訪れる拠り所になっているという。 
２時半ごろ講義が終了、この場で解散し三々五々帰

途についた。 
多くいただいたアンケートの抜粋 

＊ ＴＶからの知識だけだったので大変勉強になり

ました。 
＊ 長谷川平蔵の実在と人物について新たな発見が

ありました。 
＊ 切り口が面白い、かつ、新鮮です。 
＊ 毎回参加する度に満足です。ありがとうございま

した。 
その他、良かった、勉強になった、という意見が多数。 
                  （鹿島健一） 
 

「論語は不思議な書物です」 
～一日一話『論語』三十一選～ 

10 月 7・14・
21 日各水曜日午
後2時～4時 講
師は昨年に続き

須藤明美先生。研

修室１・講堂で開

催。子曰くに始ま

る「論語」の魅力に迫る楽しい講座でした。「温故知

新」など現代に生きる「言葉」の数々。素読に始まり

素読に終わる。学生時代に戻ったように大きな声で

『論語』を講師の須藤先生のリードで読む。なんとも

いえない爽快さに浸る。受講生から次の声が寄せられ

ている。3回は短い。年間数回開いて欲しい。昨年も
受講したが、今年も先生の講話に自分の生き方を考え

させられた。など、継続・再開希望が多かったことを

報告する。受講生51名 スタッフ10名。  
 （今野君江） 
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生涯学習センター講座と運営ボランティア報告 
★室町時代の影と光         

～新たな政治と文化の始まり～★ 
建武の中興から豊織時代まで、江戸時代にも匹敵す

る長い時代であったが、あまり注目されてないのも事

実である。この室町時代は戦乱に明け暮れ世にいう戦

国時代で、その時代の講座を9月5日・12日・19日・
26日の 4日間にわたり、国語問題協議会常任理事の

市川浩氏を

講師に迎え

て開催され

た。 
 この時代

はたたかい

（乱・変・戦）

に明け暮れ

南北戦争と

その余波、幕府の機能は前半のみ、後半は有名無実、

庶民の災難と活躍（度々の飢饉により数万の死者）そ

こから地方文化の進展へと進んでいくことになる。先

生の講座の特徴は毎回その時代の文献を受講者全員

で朗読することで、みなさんとても楽しそうにしてい

たのが見受けられた。       （石田佳久） 
 

★田んぼ de ミュージカル★ 
 企画、撮影、編集すべてを平均年齢 74 歳の村の住民
が作り、かつ出演もしている映画で、そこで生まれ育っ

た地域住民たちだからこそ楽しく取り組めたのではない

かとおもい、楽しそうで思わず懐かしい・・タイムカプ

セルを見て

いるような

錯覚を味わ

いました。 
 家族の愛

もあたたか

い村（地域）

との交流が

あるからこ

そ地域に中

の家族として苦労をかかえて「米作り」から「メロン農

家」へ変わろうとする若者の主人公に対しても自然と愛

がうまれて来たのだと感じました。また、映画を鑑賞後、

参加者が輪になってそれぞれの感想を話し合いましたが、

地元(北海道)出身者がいて、映画の背景など和気会いあ
いの話し合いが楽しく出来た事も良かったです。（取材が

ありましたので参加者と一緒にスタッフも鑑賞しました。                            
             （田中桂子） 
 

★ 区民のためのやさしい刑法入門 ★ 
裁判員制度が始まり、これを機に刑法とは何か、裁判

員になった場合公平な判断ができるかについて、獨協大

学教授 安部哲夫氏を迎え 9月 19日から 3回の講座が
開催された。 
 第1回は、裁判員制裁判と刑法と「裁判員制度－もし
もあなたが選ばれたら」（ビデオ）。 
 第2回は、刑法は何のために、誰のためにあるのか？ 
第3回は、犯罪被害者と
刑法が主題で、課題につ

いても事例を交え解説さ

れた。 
 この講座は、裁判員制

裁判と刑法のガイダンス

でこれから勉強を始めていく人、裁判員に選ばれる人の

事前の準備に役立つたと思う。 
 刑法は犯罪者に対して国が制裁として犯罪、刑罰を定

めた法律であることをはじめ、多くの用語の意味や事例

を聞く事ができた。 
約 60 名が受講したが、多くの質問があり、それぞれ
に丁寧な応答があり好評であった。 
運営ボラは、第3回に受付担当以外に司会・会場・記
録の担当も加わってそれぞれ活動した。           

                   （相馬義人） 

★お城の魅力を探る★ 

 お城の成立ちを、スライドでわかりやすく説明があ

った。吉野ヶ里遺跡、大塚遺跡等が住まいを守るため

の城の原点であり、また織田信長・豊臣秀吉が造り出

した織豊（しょくほう）城郭が近世城の始まりで、江

戸時代の城に発展したことが理解できた。岐阜にある

犬山城が、現存する中で一番古いということで国宝に

なっているが、最近の調査で最古の天守ではない、と

いわれている。国宝の扱いはどうなる？のか心配。 
 講師は、考証イラス

トレーターの日本城

郭史学会委員香川源

太郎氏が製作した城

の復元イラスト（本

物）を多数持参され、

またイラストが出来

上がるまでの作業方法も詳しく紹介されたので、参加

者は精密な復元図に感心していた。 
 日本のお城の変遷・成立ちがよく理解できる講座で

あり、3日間とも、60人を超える参加者があり成功裏
に終了した。              （江川武男） 
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             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。 

☆送付先は下記の相馬までお送りください。（300字以内） 

FAX.03－3889－8202    E-mail: yoshi.soma@viola.ocn.ne.jp 
 

同窓会 
今年は、2つの同窓会に参加しました。１つは、中学時代の同期会です。新潟県柏崎市の片田舎、今は市の一部
ですが、私が住んでいたころは字（あざ）の田舎でした。3か所の小学校の生徒が集まった中学校の同輩で、東京
や東京の近郊に住んでいる人たち30人ほどです。話題は自然と、昔と現在の郷里の様子と同輩の近況とになりま
す。仲間の訃報も耳に入りますが、同期会に集まれるのは皆元気であるからです。そう言い合って昔を思い出し

ます。 
2つ目は大学の学科の同窓会です。習った教授が卆寿（90歳）を迎え、今も元気であることを理由に集まりま
した。先生ご夫婦も揃って参加。長寿の秘訣は頭脳が衰えないことのようです。こちらも30人ほどの参加で、同
年輩がほとんどです。集まりやすい年代なのでしょう。学生時代の出来事が話題になります。 
同窓会は、卒業後はそれぞれ皆異なった方面に出ていきますが、若いころの新鮮な気持ちを共有でき、心が若

返る場を提供してくれます。                                （小林徹） 
                                                     

                                       佐野さんの作品       

懐かしい便り        

先日、思いがけなく小学校時代の友達から手紙が届いた。「お元気？ その後どうしていますか？」と以前と変

らぬ書き出しで手紙は始まっていた。福岡から上京して既に50年近くなる私であるが、いくつになっても“ふる
さと”は思い出いっぱいで、とても懐かしい。また友達に対しても格別な思いがある。とにかく若い頃は。子供

を連れて毎年里帰りをしていたが、親や姉もいなくなった今では、特別なことでもない限りその機会がなく、残

念である。友達からの手紙には、彼女や家族のこと、同級生の消息、小学校周辺の様子など、彼女らしくきめ細

かく伝えてきてくれた。そして手紙の結びには“お互い元気な内に里帰りの計画を・・・」と書かれていた。 
私もそのことが早く実現出来るように願っているところである。                （星初代） 

                                

第１回「楽学の会」研修旅行（湯西川温泉）報告 

去る 9月 27・28日「楽学の会」会員 11名による
研修と親睦を兼ねた一泊旅行が実施された。 
今宵の宿は湯西川温泉駅からさらにバスで約20 

分を要する山奥にある。車窓からは川の流れと少し色

づいた樹々が一行の眼を楽しませてくれる。 
湯西川温泉は、昔、平家落人が隠れ住み、その子孫

が発見したと伝えられる。あちこちに身を隠すために

工夫した風習が今も伝わる。鯉のぼりを上げない、鶏

を飼わないなど、ひたすら息を潜めて時代の流れを待

ち受けた落人の生活を想像すると自然哀愁が漂って

くる。 
一風呂浴びたあとの夕食では趣向を凝らした山菜

料理に舌鼓を打ち、和気藹々のうちに終了する。 
さて肝心な研修をどうしたものかと考えながら、全

員が一つの部屋に集合。焼酎とウィスキーを呑みなが

ら、自然に“楽学の会”の現状と今後のあり方につい

ての話題になった。延々４時間に亘り議論白熱、ボト 
ル4本を全部平らげてようやくお開きとなった。 
翌日は景勝地“龍王峡”に立ち寄った。ここは約

2200 万年前海底火山の活動による火山岩が鬼怒川の
流れに侵食されて出来たという。 
急坂を歩いて汗をかき、「むささび橋」の中央に立

って巨岩と清流が織りなす景観、まさに自然の芸術品

を鑑賞し、澄んだ空気を満喫してから、この地を後に

した。              （鹿島健一） 

みんなの

広 場 
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運営委員会だより 
 平成 21年 10月度の運営委員会は 10月 2日(金)に
開催された。議事録を基に報告する。 
議事 
１．早坂代表からの報告及び提案 

1）会員の努力により上半期の事業は順調に推移で 
き、生涯学習センターの運営ボランティア活動も相 
互のコミュニケーションの成果が見えてきた状況、 
今後も協働意識を深める努力と区民から必要とさ 
れる団体であるよう努めたい。 
2）「楽学の会」第1回の研修旅行を湯西川温泉で実 
施、参加者11名。日頃の会議とは一味違った意見 
交換が夜更けにまでおよび、今後の運営に対する認 
識と相互理解に十分な成果があった。 
２．あだち区民大学塾 
 1）講座検討会議：内容は議事録参照、次回 11 月

16日(月)15時より 
 2）講座企画会議：内容は議事録参照、次回11月2
日(月)13時半より。 

３．情報提供 
 NPO支援センター主催の「団体の定款」講座開催 
案内。 
４．研修会に関する連絡 
 1）10月11日(日) 開催のシンポジウム 8名参加 

(江川･大藤･岡田･齋藤･高野･田中桂・早坂・緑川） 
 2) 11月 21・22日(土･日)開催のフォーラム 
  10月 2日現在申込者 6名（大藤・鹿島・小林・
齋藤・早坂・安田） 

５．21年度事業計画の中間報告 
  11 月の運営委員会までに資料提出を各部局あて
に要請。 

６．各部局からの報告及び提案 
 ＜学習支援部＞ 
・ 部会開催日：11月6日 
・ 受託講座「スキルアップ講座」講師を会顧問の

薗田碩哉氏に依頼。3 つ目の受託講座は｢環境｣
をテーマに企画を検討中。 

＜ボランティア活動推進部＞（A-net担当） 
・ 部会開催：11月6日  
・ 月例会開催：11月27日 
・ 9月17日「男たちのボランティア」第2回実行

(委)で2月6日の開催内容打合せ。 
<広報部＞ 
・ 部会開催：11月10・24・27日 

・ ニュース 147号を発行、HP更新 11月 1日の
予定、軽量化へファイル構造の再構成が必要。 

＜事務局＞ 
・ 部会開催：11月10日・28日 
・ ニュースの用紙およびプリンターインク2セッ
ト調達。センターより「大学塾」用用紙(白)A3 
1,500枚の提供があった。 

７．その他 
 1) 入会：｢生涯学習ボラ養成講座｣受講者の坂木重
弘・齋藤のり子 2氏が入会。 退会：北川勇氏。 
運営委員辞退：福田洋子氏。 

 2）NPO支援センター主催講座「NPO法人の組織・
運営・助成金等について」の参加 
報告：5名が受講(江川・金子・齋藤･田中桂･緑川）。     

（緑川祥元） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
瀬沼先生より贈呈された著書。 
ワークルームの書棚にあります。 
ご覧ください。 

シンポジュウムに参加して 
10月11日、当会顧問の瀬沼克彰先生からご案内頂
いたシンポジュウム「市民主導の生涯学習の進め方」

に会員８名が参加いたしました。西武新宿線の田無駅

から徒歩５分の多目的ホール「コール田無」の会場に

て受付手続きを済ませたところで、瀬沼先生にお会い

できご挨拶、入り口ホールで揃っての記念撮影。 
「清見潟大学」顧問の庄司 勲氏の基調講演から始ま
り、４名の団体代表の方々から活動実態と課題等につ

いて発表があり、パネルデスカッションとなった。パ

ネラーには先の発表者４名、コーディネーターに瀬沼

先生、コメンテーターに庄司氏の６人。活発な意見交

換、質疑応答があり３時間超のシンポジュウムがお開

きとなった。最後に瀬沼先生が話された、「高齢化」

「協働化」「有償化」の３つの課題は参考となるもの

であった。             （緑川祥元）
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募集方法が変更になりました!! 
生涯学習センター開催講座の運営ボランティアは、

「楽学の会」ボランティア活動推進部が窓口となり、

「司会、講師接待、受付、会場準備・誘導、記録、な

ど」のボランティア募集を行っています。 
これまで以上に皆様の参加をお待ちしています。 

（ボランティア活動推進部） 

▼「昼さがりのワンコインコンサートPart2」 

 ◎日時   12/20（日） 
14時～16時 

◎会場   生涯学習センター 講堂 

◎募集人数 7名～8名程度 
◎ボラ募集担当者 金子・江川（楽学の会） 
 

新しい自分との出会いを求めて………。 

   LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  

★★★申し込み方法★★★ 
  変更になりましたので、ご注意ください! 
・区民大学塾事務局（PM１時～５時） 
  電話 03‐5813‐3759 
・メール 
  金子  kkaneko1943@msn.com 
  江川 takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 
 
又は「楽学の会」ホームページからも申し込めま

す。http://gakugaku.web.infoseek.co.jp/ 

申込み締切り日 

「昼下がりのワンコイン」 12 月 6 日（日 ） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

○運営委員会 

11月 2日(月) 午後3時～5時 研修室3 

○月例会 

11月27日(金)  午後6時半～8時半  
テーマ：「事業計画委員会中間報告」 
    「講座開催時の防災対策」 
  会員の皆様の参加をお待ちしています。 
○学習支援部 

11月 6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 

 11月 6日(金)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

 11月10日(火) 午後3時～5時 7F「さくら」 

11月24日(火)  午後3時～5時 ワークルーム 

 11月27日(金)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 11月10日(火) 午後2時半～5時  ワークルーム 

11月28日(土)  午後2時半～5時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 11月17日(火) 午後3時～5時 研修室2  

○大学塾企画会議 

11月 2日(月)  午後1時半～3時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

11月は月末の更新作業とします。 

★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 緑川祥元 電話：03-3898-7753 

  E-Mail：midorikawa@cap.ocn.ne.jp 
 
○「ホームページ」に関するお問合せ 

広報部 田中国弘 電話：03-3856-9290 
  E-Mail：ku-tanaka@asahi.email.ne.jp 
 

  編集後記 

 実りの秋も早や終りに近づき来月7日は立冬。時は足早

に過ぎて行きます。今年は新型インフルエンザが大流行

しています。会員の皆様、風邪を召さぬよう健康に気をつ

けて会の活動に励みましょう。今号も情報が満載です。 

編集担当は石田佳久さん、いただいた情報を紙面に

構成する苦労の多い受け持ち。ニュースに対しての忌憚

のない意見、感想など是非お寄せください。  （安藤寿） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

楽学ニュースではお伝えきれない詳細な情報もホー

ムページに掲載されています。毎月1日に必ず更 

ホームページからのお知らせ 

楽学ニュースではお伝えきれない詳細な情報もホー

ムページに掲載されています。毎月1日に必ず更新さ
れます。是非お楽しみください。 
 ・あだち区民大学塾講座（楽しい写真情報満載） 
 ・毎月の各部会状況報告（会員専用） 
インターネットは「楽学の会」で検索。（ｸﾞｰｸﾞﾙなど） 
 
（HP運営スタッフ） 
石田佳久、江川武男、神戸明、喜多村政夫、小林徹、 
染野絢子、瀧呑昭龍、田中国弘、原田進 
 
（スタッフ募集） 
興味のある方、やってみたい方、スキルを多少でも生か

したい方はチャレンジ！ご連絡は右のホームページに 
関する問合せ先の田中まで。お待ちしています。 
 
 


