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あだち区民大学塾 中国・国宝演劇 「京劇の世界」 大盛況に終了！！ 
 

１２月５日（土）、中国太陽芸術団団長で、中国文化芸術セン

ター㈱代表取締役の程波（ていは）氏を講師に迎え、特別講座

として中国・国宝演劇 ｢京劇の世界｣を開催しました。当日は

100 人近い受講者が集まり京劇（ペキンオペラ）の魅力を

堪能しました。 

 

程波氏の歯切れのよい進行で、京劇の歴史

や観劇のポイントを分かりやすく紹介していただ

くとともに、ゲストの京劇俳優の曹理（そうり）、

劉妍（りゅうけん）さんの二人による ≪覇
王別姫≫ の項羽と虞美人による「四面楚歌」

の場面の実演があり圧巻でした。休憩時間に

は俳優との写真撮影も行い、受講者は大満足であったと思います。 

さらに、会場から男女一人ずつが舞台に上がり、京劇のメイクを体験、舞台と会場が一体感となった講座でし

た。また、会場からの質問にも答える形式で、程波氏および俳優の曹理、劉妍さんによるトークショーがあり、

受講者のみなさんの大拍手により講座は終了しました。                 （小林徹） 
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足立区民大学塾(第３ステージ)講師から｢楽学の会｣へのメッセージ 

「足立のスケッチ入門」講師：大淵澄夫氏（建築イラストレーター他）より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「長谷川平蔵の７つの謎を追う」講師：佐々木明氏（元朝日新聞社会部記者他）より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「論語は不思議な書物です」講師：須藤明実氏（中国文学研究家他）より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「自然から知る足立の謎」講師：安藤義雄氏（足立史談会会長他）より 
 
 
 
 
 
 
 け 

 

 

先般は、足立スケッチ入門で大変お世話様になりました。また、この度、

「ときめき原画展」ではお忙しい中、ご来場くださいまして、誠にありがとうご

ざいました。 

貴重なお話し、お声かけ等々、感謝感激でございます。講座では、皆さ

んの熱心な参加をいただきありがとうございます。 

「ときめき原画展」は盛況の中、無事終了することができました。心よりお礼

申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

ありがとうございました。 

鬼平講座ではことの外お世話頂き感謝申し上げます。常に受講生

の側に立って講座を企画し、受講者が喜ぶ資料作りに当たっている

姿勢を学びました。何十回も講演し､現地案内もしましたが､江戸の古

地図を示し､歩く試みは､我ながら考えが及びませんでした。 

来年は､長谷川平蔵宣以の没後 215 年にあたります。さらに人気は

持続しそうなので説明役として頑張るつもりです。 また機会をみつけ

て､鹿島さん､酒井さんともども例の蕎麦屋で懇親しましょう。 宜しくご

指導ください。お礼まで。 

今年度も､元気な素読『論語』が､会場を満たしました。心から感謝。

「大学」と言う本の｢格物･致知･誠意･正心･修身･斉家･治国･平天下｣

の言葉も紹介させていただきましたが､順の大切さ､過程において要と

なる言葉が｢論語｣にはちりばめられていることにも、気づき始めまし

た。 

今回は、『論語』約 500 章のうちの 100 章余の言葉を学びました。大

切なことは個々人の学習が大切だということ。私の夢は、学びを継続さ

せ、学習される皆さんの笑顔が､本物となるように､｢あだち区民大学

塾｣発『論語』として､根付いていって欲しいと思います。 

※今年またお世話になります。前回の講座では非常なご努力で映像化し

て頂き､大変良い経験を得ました。感謝してます。今回は集めた資料がた

くさんあり､調査研究も進展していますので､内容の充実をはかり､受講生

の皆様に面白く興味深くお聞き頂けるように構成します。 

※区民大学塾では大変お世話になりました。 映像作成にお骨折をお掛

けし､ またアンケートもお送りくださってありがとうございます。また最後の

ご意見についは正論でありその通りです。 

（講師より受講生のご意見に丁寧なご回答を頂きました。） 
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センター講座ボランティア報告 

「知られざるミャンマーの山岳少数民族の生活と自然」 

11月 21日（土）、28日（土）の 2日間にわたり、放送大学東京足立学習センター所長の冨永典子氏による
講座が開催されました。冨永所長は足かけ 5年にわたるミャンマーの水環境の現地調査を行っており､調査の
過程において色々な経験をされています。ミャンマーは現在軍政国家で、一般には閉ざされた国ですが、冨

永所長は学術的な調査の許可のもとに辺境の山岳地帯に入ることができ､ミャンマーの少数民族の生活や自

然に接しておられます。講座は､パワーポイントにより､ミャンマーという国とラカイン族､シャン族､カチン

族等の少数民族の生活について映像をもとに行われました。収集された民族衣装や民芸品を会場に展示し､貴

重な映像とともに受講者は満足したものと思います。                    （小林徹） 
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
田中（桂）氏の司会で 11 月月例会が開催された。生涯学習センター平野所長より｢講座開催時の避難
誘導について｣の話があり､具体的な避難誘導方法や施設内の諸機器類の取り扱いについて、説明を受け

見学した。また代表から事業運営団体として､防災･避難誘導関係のマニュアルを作成する必要があり､

事務局・ボラ活部にて生涯学習センターと打合せをし､検討するよう指示があった。 
続いて､齊藤氏より､事業計画委員会からの報告が約 30分あり､その後質疑応答がなされた。最後に､各
部局からの活動報告､連絡事項があり終了した。             （ボランティア活動推進部） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

５Fの消化装置の説明（平野所長）           事業計画委員会からの報告 
 
    
 
日 時 平成 22年 1月 29日（金）18：00～ 
場 所 足立区庁舎 14階 レストランピガール 
会 費 3,500円 締切日 1月 27日まで 
 （当日キャンセル不可､欠席者は全額負担）  
会員の皆さん 新年会に参加しましょう。ま

た、日頃からご支援を頂いております顧問の方後       
援会員、賛助会員の皆さん方も是非ご参加下さいま

すようお誘い申し上げます。        
申込先 金子 kkaneko1943@msn.com  3870-0715 
     江川 takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 3898-1542 

（ボランティア活動推進部）

 

冨永講師 民族衣装 民芸品を見る受講者 

１１月度 月例会報告 

新年会のご案内 
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みんなの広場

 
「琵琶湖・若狭を旅して」 

 
10 月に三日間ほど､琵琶湖一周と若狭への旅行

をした。 

息子達の少年野球を通し30年の親交を重ね､20

年前から年 1回の旅を楽しんでいる四夫婦での旅

行であった。東海道新幹線の米原駅で下車､ レン

タカー2台（初めてのハイブリッド車）で､琵琶湖

の東岸を長浜に向け快走､ 長浜城の天守から琵琶

湖を一望し､ 信長・秀吉など戦国武将を思い浮か

べ､ 北陸自動車道を一路､若狭小浜へ､ 途中､ 気

比の松原･三方五胡レインボーライン ･ 蘇洞門巡り

で日本海を満喫､始めて越前クラゲの実物を船上

より見る。 

小浜の宿では､ テレビドラマ｢ちりとてちん｣を思い

出しながら銘酒と料理に舌鼓。翌日は､小浜漁港

からスタート､琵琶湖西岸を半周､熊野宿･近江今

浜･三井寺･浮身堂を巡り､ 浜大津のホテルに到着。

夜はクルージングで夜景とディナーを楽しみ､ 下船

後は浜大津の街を更に楽しむ。 

3日目は､ 二日酔い気味にて運転に要注意､ 石

山寺･瀬田唐橋･近江八幡･安土から彦根城へ。彦根

城の玄宮楽々園では､ シャッターをお願いした中国

人留学生と知り合う､ 足立区に居住を知り偶然に

驚く､ 庭園内の茶席に誘い茶を一服。彦根の街を

ブラブラ､ 琵琶湖東岸の残り部分を走る､ 旅行も大

方終了の感。米原駅にてレンタカーを返却､350Km を

走り､ガソリン消費量は何と 10 リットルにはびっくり。 

源氏物語から戦国武将まで､ 歴史感と美味溢れ

る旅行であった。 

さて､ 来年は何処へ。 

何時までも続けたい旅行であり､ 

更に親交を深めたい仲間達である。  

                （緑川祥元）      

 
「私のもう一つのボランティア」 

 
それは 5年前に立ち上げた多世代交流の場「み

んなのおうち」シニアの最高年齢 92歳の方から、

誕生 1ケ月の赤ちゃんが集う広場である。 

 朝 9 時 100 枚余りのマットを敷き会場設営後

｢笑顔でこんにちは｣ で始まる。 

 シニアの方は手芸やおしゃべりを楽しみ、子供

達は玩具や紙芝居で遊ぶ。ママ達は子育て情報交

換をし、私達スタッフに子供を預け、ゆったり過

ごす僅かな 2時間の空間である。 

 孫のいない私は重い赤ちゃんをだっこ。腕や腰

が痛いと言いながらも、多世代の方々との交流に

共感し喜びを感じ楽しんでいる。 

 平均 70名の参加者で忙しいひと時だが、地域

の方々がお互いに支え合い少しでも心豊かな社

会になればと願い、私は飛びっきりの笑顔を振り

撒く。 

 「シニアの皆様お元気で有難う。子育て有難う

ご苦労様」もう一つのボランティアの大切な合言

葉である。 

傾聴ボランティア SPCクラブ。  

(平木トミ子)
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前回に引き続き、元教育委員会の佐野直子さんからの「シンガポールよりお便り」をお届けします。    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの広場は、会員と会との関係の深かった方の憩いの場です。 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。 

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

◆続・シンガポールのんびり駐在記◆ 

～多民族社会シンガポール～ 
シンガポールに来て、日本と一番違うと感じた点は、多民族社会という点。 
中華系 70％､マレー系 20％､インド系 10％､ という人口比率で、民族衣 
装に身を包んだ、肌の色の違う人々が普通に歩いている。当初これは新鮮 
な光景だった。公用語は英語・中国語・マレー語・タミール語。表示など 
は基本的に英語だが､ 電車内の注意事項や政府発行のパンフレットなどは 
4つの言語で併記されている。駐在人口も多い。これだけいろいろな人種 
の人が混在していると､マイノリティである我々日本人も肩身の狭い思いをま 
ったくすることがない。 

 
日本にいる外国人が感じているであろう居心地の悪さはこの国にはない。 

そういう意味でシンガポールは懐が深い。政府も 3つの人種の調和を大切 
にしていて､首相は中華系･大統領はインド系･国歌はマレー語といった具合｡   イスラム教モスク 
人種ごとに住む地域が偏らないように､ 公団住宅の中の人種の割り当てを 
あらかじめ決めてあるという徹底ぶり。 
資源のない小さな島国という共通項を持つ日本とシンガポールではある 
が､鎖国時代･植民地時代というそれぞれの歴史が､ 両国の違いを生み出し 
ているのだろうか。 
 
～シンガポール＝東京２３区？～ 
 シンガポールは東京 23区と同じくらいの面積の島国｡ とても狭い｡ 
シンガポールの目抜き通りオーチャードが銀座だとすると､ 日本人駐 
在員が多く住むリバーバレーは白金というイメージ｡ シロガネーゼよろ 
しく巻き髪の駐在妻たちはブランドバッグを手に高級日系スーパーで買い     ヒンズー教寺院 
物をし､日本と変わらない生活を送っている。  
 一方､我が家の住む地域は 23区で言えば足立区。日本人もあまりいない地域で､初めは心細く感じて
いたが、大きなショッピングモールもあり、シロガネーゼとの面倒なお付き合いを気にすることもなく､ 今
ではなかなか気に入っている町だ。メイドさんたちと大して変わらない格好でローカルスーパーで買い物を

する｡ 駐在員は通常コンドミニアムという高級マンションに住む（一般の 
シンガポーリアンが住む公団には駐在員は基本的に入れない）我が家 
も､足立区とはいえどもコンドミニアムに住んでいる。 

 
ジムや大きなプール､バーベキューピットが備わっているし、部屋 

は 100 ㎡を超え、エアコンは 6台。家賃は日本円にしてうん十万円！！ 

(もちろん会社持ち)帰国した際､日本の住宅で満足できるか非常に 
不安である。                  （佐野直子） 

コンドミニアム外観 
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「第１２回全国ボランティア学習研究フォーラム」出席報告 
11/21：昭和女子大・全体会（早坂、大藤、齋藤、鹿島、今野の 5名参加） 

 当会顧問・興梠寛教授のご案内で「生きることの意味と社会の価値を

探求するボランティア学習」のフォーラムに参加した。森嶋昭伸氏の記

念講演、3団体の活動発表のあと、興梠教授のアドバァイスを始め、活
発な意見交換、質問があり 17時 30分に終了した。21日研修後の交流会
は早坂さんが出席し、北海道・東北･北関東･首都圏から 50名近い参加者
の下、賑やかに歓談。学習研究フォーラムのネットワークを更に深める

ことができた。                    （大藤久子 ） 
11/22：世田谷ボランティアセンターでの第 4分科会（齊藤、佐野、安田の 3名参加） 
 全国ボランティア学習研究フォーラム第 4分科会に、齋藤さん､佐野さんと参加しました。狭山市と佐
倉市の事例発表がありました。学校支援ボランティアの事例を紹介します。狭山シニア･コミュ二テイ･

カレッジの学びの場が 10 年前からありました。この修了生が自主的に学校支援ボランティアを行い､高
い評価を受けました。平成 19年に狭山学校支援ボランティアセンターが教育委員会の委託を受けて発足
しました。現在､約 300人が支援者人材バンクに登録し 27の小中校に派遣されています。現場の教頭先
生は､学力が確実に向上し､人とのコミュニケーション能力も自然に身についてきていると高い評価をし

ています。事業経費が 70万円と低廉なことはボランティア性が高く､素晴らしいと思いました。 
                          （安田善英） 

11/22：第５分科会報告（小林、今野の 2名参加） 
第 5分科会は「熱く語ろう！学生の社会参画～学びの機会としてのボランティア活動のス･ス･メ」。大

学ボランティアセンターの利用を通して､活動に加わるだけではなく､社会の課題に直面し､解決するた

めに行動をする大学・NPO の事例発表があった。昭和女子大のワークキャンプによる行動することの大切

さ、また、愛知淑徳大講師の、100 人以上学生が地域で活躍しているなどの発表が心に残った。その後６

グループに分かれ、私のグループは、「楽学の会」の活動の「自ら光り輝く」支援活動に興味が集まった。

HP の案内もする。私は、日頃から若者が好きで､期待もしている。若者達に出会えて楽しい１日であった。 

   （今野君江） 
 

大田区教育委員会「楽学の会」の活動視察で来訪 
 
 
 
 
 
 
 
 
大田区教育委員会からの申入れを受け､12月 10日に以下の対応をいたしました。 

大田区教育委員会・社会教育主事の深谷氏と職員及び「生涯学習プランナー」の方々総勢 12名、当会か
らは早坂代表他 4部局長が出席､センター研修室にて午後 6時よ 3時間余りのレクチャーとなりました。 
きっかけは､大田区に生涯学習センターを設置するに向け､検討会を発足し推進中、｢楽学の会｣からレク

チャーを受けたいとの申入れに対応したものでした。 
「楽学の会」の活動状況･受託事業の企画運営･学習情報と提供等の設問に対し､早坂代表の説明から始

まり､活発な質疑応答となりましたが､最後に､来訪者の方々から「楽学の会」の運営と､大学塾の企画運

営に高い評価と賛辞がありました。これも偏に当会の運営に､ご指導･ご支援を頂いた､行政･先達者･講師

ならびに受講者の方々と､会員の熱意があっての事と､改めて感じ入り意を強くした次第です。 
    （緑川祥元） 

 



7 
 

 
 
平成21年12月度の運営委員会は12月1日(火)
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）11月月例会のセンター所長「講座開催時
の避難誘導」の説明を受け、センターと内

容を詰め会員の理解向上に努めたい。ボラ

部と事務局に本件の検討の要請があった。 
2）事業計画報告書を各部局会議で周知し､優
先課題等意見を集約し、1月運営委員会で
討議し次年度事業計画に反映させたい。 

   3）昭和女子大･世田谷ボラセンターでの興梠
教授ご案内の研修会の報告。参加者より 21
日研修後の交流会の感想、北海道・東北・

首都圏から約 50 名が参加し賑やかに歓談。 
   学習研究フォーラムのネットワークが大

いに拡大でき､親交が深められた。 
4）「京劇」講座は会員の努力で 100名を超え
る状況、併せて 11月 17日の中国文化芸術
センターの観劇に 20 名が参加、主催者よ
り謝辞があった。 

   5)大田区教育委員会から会の活動･事業運営
のノウハウにつきレクチャーの依頼。12
月 10日 18時より対応する。 

２．あだち区民大学塾 
   1）講座検討会議：1月休会。 
   2）講座企画会議：次回 1月 7日(木)13時半。 

３．情報提供：購読中の｢社会教育｣誌の年間購

読継続を確認。 

４．学習センターとの打合せ報告（11月 17日） 
 1）「アツキヨ・ワンコインコンサート」12月 20

日(日)14時～。 会に運営の一切を依頼したい
申し入れを応諾。対応の詳細を協議する。 

 2)「コミュニティカフェ」の対応は、受講者とし
て参加を応諾し、ニュースに受講者募集の案内

を掲載する。 
3）以下の事項をセンターに検討方依頼。 
  ・大学塾講座終了報告の方法、内容等 
  ・受託講座の企画書提出期限 
５．各部局からの報告及び提案 
 ＜学習支援部＞ 部会開催日：1月 15日 

受託講座の 2講座を企画 
・「スキルアップ講座」3月 3・10・17日 
・地球温暖化対策をテーマとした講座を 3月 4・

11・25日に開催。 
＜ボランティア活動推進部＞（A-net担当） 
部会開催日：1月 14日 

  月例会･新年会開催日：1月 29日(区庁舎内・  
  ピガール）会員間の更なる親交を目的に顧問・

賛助会員・後援会員にも参加を呼びかけたい。

ニュースに案内を掲載。 
＜広報部＞ 部会開催日:1月 13・25・29日 

  ニュース 148号を発行、HP1月 1日更新。 
  来年 2月に 150号記念号発行、提案の要請。 

<事務局＞部会開催日：1月 15・30日 
11月 1日現在で会員名簿を更新し配布。 
年賀状の出状準備中。      
               （緑川祥元） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

開催日時 平成２２年２月６日（土） 
           13：00～17：00 

場  所  足立区役所 ２階庁舎ホール 
講演会 13：10～ 講師 高井 正氏 

（足立区教育委員会社会教育主事） 
「男もすなるボランティア」 
～私が活きる始めの一歩～ 

交流会 14：20～ 
    ボランティア・NPO団体による活動紹介 
懇親会 16：00～ レストランピガール 

 参加費 2,000円（事前申込制） 
申込締切日   1月 13日( 水)  
申込先 ボランティア活動推進部 岡田スミ子 
申込方法         TEL･ FAX 3606-0594 

 

運営委員会だより

男たちのボランティア 2010 
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生涯学習センター 
   ボランティア情報 

 

＊新規講座の募集ご案内＊ 
 今年もいよいよ押し詰まり、残す処もあと僅か、

何かと繁忙の日々が続きます。皆様この一年はど

んな年だったでしょうか。 
 新たな年も盛り沢山な講座で皆さんの応募をお

待ちしております。 （ボランティア活動推進部） 
▼放送大学連携講座 

  「近世の日朝国際交流を考える」 

◎日時   2/13(土),20(土) 14 時～16時 
◎会場   生涯学習センター 講堂 

◎募集人数  8 名程度 

(司会･講師接待･受付･会場･記録) 

◎ボラ募集担当者 江川・金子（楽学の会） 
▼NHK 連携講座 

  「没後 400 年特別展長谷川等伯」 

 ◎日時   2/21（日） 14時～16時 
◎会場   生涯学習センター 講堂 

◎募集人数  8 名程度 
     (司会･講師接待･受付･会場･記録) 
◎ボラ募集担当者 江川・金子（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  江川 takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 
      金子  kkaneko1943@msn.com 
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 

「日朝交流を考える」  １月２５日 (月) 

「特別展長谷川等伯」  ２月 ２日 (火) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運営委員会 

1月 7日(木) 午後3時～5時 研修室3 

○月例会 (新年会) 

1月29日(金) 午後6時～ レストランピガール 
○学習支援部 

1月15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 

1月14日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

 1月13日(水) 午後3時～5時 ワークルーム 

1月25日(月)  午後3時～5時 ワークルーム 

 1月29日(金)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 1月15日(金) 午後2時半～5時  ワークルーム 

1月30日(土)  午後2時半～5時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 1月はお休みです。  

○大学塾企画会議 

1月7日(木)  午後1時半～3時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

1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 
年末、そして新しい年を迎える季節になりまし

た。会員をはじめ各方面の方々のご協力により楽

学ニュースは号数を重ねることができ、感謝して

おります。 
来年は特集号、新しい企画もの等広報部一同、

案を練っています。ニュースは情報が命です。 
ご提案がありましたらお寄せください。 
では、新年も宜しくお願いいたします。    
               (尾島美津江) 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

★平成 22年 新年の抱負募集★ 
｢楽学の会｣の皆さんから今後の抱負等を

「楽学ニュース」149 号に掲載いたします。
奮ってご応募ください。 
☆ 要領 文字数 300字以内 
原稿締め切り 平成 22年 1月 15日 
     送付先 広報部 田中国弘 

Mail:Ku-tanaka@asahi.email.ne,jp 
        または、広報部員へ 

たくさんのご応募をお待ちしています。
 


