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２２年度あだち区民大学塾第 4 ステージ４講座開催報告 

 

◆ 櫻井亜木子 琵琶演奏と語り ～美しい弦の響きで歴史の世界に誘う～ 

  2月 6日「八甲田山～雪中行軍～」、2月 20日「本能寺～日本史上大きな謎を追っ

て～」が、学習センター講堂で行われた。「現実と小説、映画との違い」を知って欲し

いということで、本の内容として、雪中行軍が八甲田山の 8つの岳の中で行われたこ

とと、そして織田信長、明智光秀達の「生き様の謎」の話を予備知識としてお聴きし

た。続いて、生の「琵琶の音色」とともにその情景を思い浮かべながら聞くことがで

き、参加者は心の底から感動して頂けたのではないかと思いました。参加者の声とし

て「話がとても分かりやすかった、琵琶の演奏をもっと聞きたい・・・」などがあり

ました。また 20日は足立朝日新聞のインタビューおよび開演から終演までの取材が有りました。応募者 104名、

延べ受講者 163名。ボランティアは 11名で、午前 10時 30分より午後 5時まで活動しました。 （田中桂子）       

◆ 女と戦国 ～徳川秀忠の妻・江姫～ 

2/4,11,18（金）の 3 回、講師に田村宏之氏。研修室２で行われた。初めに、信長・秀

吉・家康にわたる 50数年の生涯、三代将軍家光の生母であった「江」について語る。特

別に何かをした人ではない。彼女のまわりの人が何かをしている。彼女の存在をどう受け

止めるかが大切となる。次に、二代将軍秀忠と結婚し、千が誕生。大坂の役を経て江戸幕

府となる。家光誕生。和誕生。この和が後水尾天皇の女御として入内し、孫は明正天皇と

なる。「江」は、将軍生母・天皇の祖母という類まれな存在となる。最後は「江」を通し

て、日本女性史を語ってきたが、男の時代から女の時代へのなかで、大奥が最大の消費を

するところと成っていく。そして、徳川幕府最後の幕を引いたのは、天璋院篤姫であり和宮であった。受講者は 39名 

スタッフ 12名                                                          （今野君江） 

◆ 暮らしのなかの俳句 ～十七音の文芸～ 

 2 月 2 日、9 日、16 日開催の足立俳句連盟会長 青山丈講師の講座には、延 84 名が参

加し、俳句についての基本的な知識の講義と俳句づくりを学びました。 

1回目の“千住ゆかりの俳人”では、奥の細道にふれ、芭蕉、子規、一茶、蕪村、虚子

等の俳人の特徴を巾広く話され、俳句十七音の体系は虚子の時代に形となったことなど。

２回目の“季語について”では、生きた言葉の五七五、俳句とは五感でとらえた事を想像

的、客観的に季語を取り入れ十七音におさめ表わす、｢七五五｣、「五五七」音でも良いな

ど。３回目の“作品添削“では、受講者の関心を呼び、白板で一句一句の添削、文字の置

き方で句が生き生きと心に響かせる事など。講師の熱心な講義に感動した面持ちも受け、次回の講座の希望もありま

した。                                                                      (秋本燿子) 
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司馬遼太郎太郎の魅力 ～その生涯と年表・作品を読む～ ＜地域学習センター協働講座＞ 

地域学習センターとの協働講座、第２段「司馬遼太郎の魅力」を竹の塚地域

学習センターにて開催した。講師は当会々員の中島勝正氏、同氏が１８年１０

月に「あだち区民大学塾」で行った講座の「坂の上の雲」の部分を重点的に取

上げリメークしたもの。テレビ放映の効果もあり、応募者４３名・受講者３８

名と、定員の３０名をゆうに超す盛況さであった。飛び入りの受講者が４名も

あったことは、地域学習センターで開催の良い面が表れたことであり、「地域

協働講座」の将来に、明るい兆しが感じられた。また、運営スタッフの人数は、

地域センター職員を含め５名と少人数であったが、連携良く円滑に進行できたことは、地域学習センターと

の連携を強めることにより、講座開催チャンスの拡大に期待感が持てるものであった。（緑川祥元） 
 

 
 
 

講座名 講師名 開催日時 

生活習慣病との上手い付き合い方 
第１回 生活習慣と高血圧症・ 

糖尿病・脂質代謝異常症 
第２回 生活習慣病のお薬について 

内科医・医学博士 放送大学学校医 
飯塚一秀 氏 
薬剤師 

坂田朋子 氏 

4/7,14 各(木)、 

14:00～16:00 

 
生活習慣と生活習慣病の関係や、実際の病状などについて話していた

だきます。そして、自分で改善できる工夫や定期健診の大切さを考えて

みます。また、薬剤師さんの立場からも発症後に処方される薬について、

知っておきたい、聞いてみたかったことなど、具体的な質疑応答もあり

ます。 

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。 
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：t3436s@yahoo.co.jp    （ボランティア活動推進部 齋藤龍男） 
     msakuma@lily.ocn.ne.jp  （ボランティア活動推進部 佐久間實） 
 

当会顧問・寄稿文  市民大学の動向を調査中 
桜美林大学名誉教授 人間科学博士 

瀬 沼 克 彰 
現在、「全国の市民大学」の調査を実施している。全国的に市民大学とか、市民塾とい

う住民主体の、本会と同じ種類の学習講座が活発化している。 
かって１９９６年に、全国調査を実施して、概況を報告書にまとめたことがある（宇

都宮大学生涯学習センター年報）。その後、所在が把握できないので伸び伸びで、２回目

が出来なかったが、本年度、市民大学の全国組織である全国生涯学習ネットワークも１０周年を迎えたので、

拓殖大学の有馬廣實教授に手伝ってもらって調査を行った。 
一口に市民大学といっても千差万別で一定の条件をつけないと対象をしぼりきれない。そこで、５つの条

件を設定した。本会は条件をすべてクリアしているので回答してもらった。対象とした２３２の団体に郵送

法で、１０６件の回収が出来た。現在、設立年、講座数、受講者数、運営組織、運営上の課題、今後の展望

などについて集計し、報告書を３月までに刊行したいと作業を行っている。 
各市民大学の課題で、近年参加者が集まらなくなってきたことと、高齢化が最大の課題という結果が出て

きた。行政主導の代替装置としての「市民大学」の動向について、本会の会員に読んで欲しいと思っている。 

平成 23年度あだち区民大学塾第 1ステージ開催案内 
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皆で楽しく新年会実施！！ 
平成23年の新年会が、1月27日（木）午後6時から足立区生涯学習センター７階レストラン「さくら」で

開催された。 

今回は教育委員会から中村生涯学習課長、同山本担当係長のお二方、そして生涯学習センターから平野所

長、鳥塚副所長、田中副所長のお三方にもご参加いただき、総勢24名で和やかな楽しい新年会となった。 

最初に、小林代表から、今年の卯年にあやかり、機敏で利発そうな兎（うさぎ）への心機一転の年になる

よう当会も更にとび跳ねて進展させたいとの挨拶があり、続いて、中村課長、平野所長からもご挨拶を頂い

た。早坂相談役の元気な乾杯の音頭を皮切りにスタートした。途中、市川相談役から瀬沼顧問より著書「高

齢者の生涯学習と地域活動」を頂いた旨紹介もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

しばし歓談に入り、教育委員会及び生涯学習センターの方々を囲んで会話も盛り上がり、その延長で恒例

のカラオケが始まった。今回は特に歌の上手な女性がおられたこともありデュエットの希望が多く、より賑

やかに和やかな雰囲気に包まれ、時間の経過を忘れさせた。名残は尽きないがここで緑川事務局長の三本締

めでお開きとなった。今年も一人でも多くの方が会に参加して、より楽しく活発な活動になることを期待し、

確信して散会となった。                                （佐久間實） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

小林代表挨拶・司会佐久間 中村生涯学習課長ご挨拶 平野生涯学習センター所長ご挨拶 

詳細はホームペー

ジで是非ご覧くだ

さい。（３／１更新）

（会員ページ） 
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矢崎節夫著 
「金子みすゞ－総特集」 
(KAWADE 夢ムック 刊) 

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 

 
優しさにあふれた、天才童謡詩人   金子みすゞについて 

（今野君江） 

 没後80年を迎えた金子みすゞ展が、2月2日～14日まで、日本橋三越本店新館7

階ギャラリーで開催されました。 

みすゞの詩は80年経た今なお人々の心を打っています。私が”金子みす “ゞの

存在を知ったのは、1980年代に山口県萩市で行われた矢崎節夫氏による“金子

みすゞの生涯”の講演会でした。その時語られた“みすゞの生涯”と矢崎氏が｢日

本童謡集｣(与田準一編・岩波文庫)の「大漁」に心を打たれ、幻の童謡詩人であ

った“金子みすゞ“を16年間にわたって追い続け、弟の上山正祐(雅輔)氏をつき

とめた経過とその著書“みすゞの詩と生涯”で心が震えました。 

30余年前の講演会の感動は、忘れることは出来ません。“金子みすゞ記念館”

にも何回か訪れていますが、今回は、少女時代の写真など新たな資料が展示さ

れ、再び私の心を捉えて離さないのです。 

 
「荒川の昔を伝える会」でこんなことをしています。 

（金子勝治） 

「昭和はじめの頃、荒川は荒川放水路って呼ばれていたんだよ」、「子どもの頃は、荒川で泳いだんだ、水

練場といって、講武館や日の丸プールがあったよ」、「草花のおままごとをしたり、草ぞりですべり降りたり、

20人くらいの子どもが集まって日が暮れるまで一緒に遊んだなあ」。 

「荒川の昔を伝える会」は、こうした昔の荒川近辺での思い出を語り合い、記憶にある体験を纏める活動

をしています。荒川の昔の記憶を「記録に残す」、「伝える」、「学ぶ」ことを柱に、足立区荒川ビジターセン

ターを事務局として平成 16年に発足し、現在に至ります。 

これまで、刊行されている「荒川の昔」は３冊で、区内の全小中学校や図書館等に配布されています。子

ども達に昔あそびを伝えるイベントや「荒川の昔」の写真展を区内の主な施設で開催し、会員の皆さんが多

くの方達に「荒川の昔」の遊び・暮らし・思いでを直接伝えています。現在、会では「荒川の昔」の第 4

集を作成しています。この本を作る上で、会として目指しているのが、「昔は荒川が人々と近しく、川と人

の関わりが深かったことを伝えたい」、「本を持って、おじいちゃんやおばあちゃんに聞きに行けたり、家族

と子どもたちで荒川の話が弾むように使ってもらいたい」、「荒川の良さを知り、荒川に出かけてほしい」こ

の 3つを共有し、会員の方々の写真をもとに現地を確認しながら編集作業を行っています。 

こうした活動を通じ、子ども達をはじめ多くの方達に、昔の荒川や足立に親しみを持って頂き、そしてこれか

らの荒川や足立を見つめるきっかけとなれば嬉しいという思いで会員の方達と一緒に活動しています。 

 

 

 

 

 
  

みんなの
広 場 
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運営委員会だより 

平成 23年 2月度運営委員会は 2月 1日(火)に開催

された。議事録を基に報告する。 

議 事 

１．小林代表理事の報告及び提案 

1）足立区は 4月からの新組織で生涯学習部を解

散し、その機能は教育委員会から外れ新設さ

れる「地域のちから推進部」（区民課と並列）

に移行する事に決定。 

2）「大田文化の森」から設立 10周年記念の集い

の参加案内。3/2 18時 30分～。小林代表出席、

各部会で参加者を募集する。 

3）瀬沼顧問から著書「高齢者の生涯学習と地域

活動」の贈呈があり、大学塾事務局の戸棚に

保管。是非閲覧の事。 

２．情報交換 

1）部局長会議 1/27の報告（小林） 

 今後毎月第 2回目の広報部会の前に開催。 

 次回 2/21 １３時～。 

2）男たちのボランティア 2011（齋藤)  

 2月 26日参加予定 11名。PR用パネル、楽学

ニュース、入会申込用紙、チラシ等準備中。 

3）すみだ学習ガーデン 10周年記念式典への出

席は、同日･同時刻に「男たちのボランティア

2011」が開催されるため小林代表のみの予定。 

4）NPO まつり 2/5 開催について齋藤から準備

完了との報告があった。  

３．あだち区民大学塾について(鹿島) 

1）講座検討会議・2月 15日に開催. 

2）講座企画会議・3月１日に開催、会議内容は

議事録参照。 

3）地域学習センターとの協働講座 

竹の塚地域学習センターで開催の講座「司馬

遼太郎の魅力」について 1/22・29実施、受講

者 38名。新田地域学習センターの担当者も来

場、23年度も講座を開催したいとのこと。 

4．区民大学塾・特別講演会細目（鹿島･早坂） 

テーマ 「中国音楽＆変面を楽しもう」案 

日時  7/9（土）14:00～16:00 

会場  足立区生涯学習センター4階講堂 

講師 趙正達、王晶、劉妍、司会 計 4名 

料金 ￥1,000 /人。講師にも入場者の募集依 

頼をお願いする。 

５．受託講座の準備について（鹿島） 

[脳のふしぎ] 3 / 5 ・12・19・25 14時～16

時 開催予定、募集開始。本日チラシの変更

があったが、変更についてはすでにメルマガ

に掲載されていることでもあり、センターへ

申し入れを行うこととした。 

６．中央区 ｢地域人の会｣との交流会 (齋藤) 

2月 28日 14時～16時「築地社会教育会館」 

参加者 12名 

｢楽学の会｣の学習支援とは?の題で説明。 

交流会、参加者の自己紹介、施設見学会、懇

親会等を実施する予定。 

７．各部局からの報告および提案 

 <学習支援部＞ 部会開催日: 3/8  

 <ボランティア活動推進部> 部会開催日：3/10 

・月例会開催日： 3/29 

<広報部＞・部会開催日：3/8・24・29 

・ニュース 161号 2/24日発行予定。 

・HPは 3/1更新予定。 

・メールマガジン 3/1配信予定。 

 ＜事務局＞・部会開催日：3/8・30 

８．その他 

 1）大学塾講座の受講申込方法について 
現在の申込方法は、｢往復はがき」のみである

が、他の方法も可能かどうか講座企画会議で検

討する。 
 2）大学塾講師謝礼について 
謝礼については 11 / 15開催の講座企画会議
で話題となり、継続討議となっている。運営委

員もこの事を共通認識する。   （江川武男） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習センター 

３月 月例会のご案内 

日 時 ３月２９日（火） 午後３時～５時 

テーマ 「楽学の会」個人情報取扱規程について 

講 師 個人情報取扱規程制定の背景 喜多村政夫 

    個人情報取扱規程検討結果  江川 武男 

内 容 「楽学の会」における個人情報の取扱につい

て検討した結果、運用に当り検討会にて『会員に理

解と認識』を深めて頂くことが重要と決まり、説明

会を行う。    （ボランティア活動推進部） 
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生涯学習センター 

 ボランティア情報 
今月の生涯学習センター講座運営ボランティア

募集はありません。  （ボランティア活動推進部） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

○運営委員会 

3月 1日(火) 午後3時～5時 研修室２ 

○月例会  

   3月29日(火)  午後3時～5時 研修室５ 

○学習支援部 

3月 8日(火)  午後2時～4時 7F「さくら」 

○ボランティア活動推進部 

3月10日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

   3月 8日(火) 午後2時～4時 7F「さくら」 

3月24日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

3月29日(火)  午前11時～3時ワークルーム 

○事務局 

3月 8日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

3月30日(水)午後2時半～4時半ワークルーム 

            （ニュース発送） 

○大学塾講座検討会議  

3月15日(火)    午後3時～ 研修室３ 

○大学塾企画会議 

 3月 1日(火)  午後1時半～3時 研修室２ 

○ホームページ企画会議 
3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 

多くの講座開催、新会員の勧誘、交流会開催等

と運営ボランティアも忙しい毎日ですが、これら

活動の中でお客様、外部の方の反応を直に感じ取

る機会も多いと思います。皆様の自由闊達なご意

見を頂き、これら今後の会の活動計画、運営に反

映すると共に、内外に向けて発信できる広報誌と

しての活用が出来ればと思います。 （佐久間實） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

メルマガ・ホームページからのお知らせ
・メルマガは3月1日の配信予定です。読者100名獲

得に向け友人・知人をご紹介ください。 

・ＨＰは3月１日に更新します。楽学ニュースがカ

ラーで見られます。きれいですよ！ 

あだちNPOフェスティバル 

「つながろう！つなげよう！ 

あなたのチカラ・NPO のチカラ～」

平成 23年 2 月 5 日（土）、足立区役所１階区民

ロビーで開催された「あだちNPOフェスティバル」

の参加報告。 

第１部では、埼玉県の新井純子氏から、カラダと

ココロのおいしいごはん「ヘルシー・カフェのら」

の活動を紹介する講演があった。 

第２部の団体発表会は、参加１４団体が、３分間

スピーチで各団体の紹介・PRを発表した。楽学の

会は、小林代表が発表。 

第３部では、団体ブースで一般参加区民との交流

が活発に行われた。 

楽学の会からは小林、岡田、金子、齋藤（龍）が

参加。メールマガジンの新規登録者が２名あった。

チラシラックの講座開催案内は、５０部が全て完配

した。一般参加区民席は満席となり、立ち見も多く

見られ盛況であった。 

一般参加区民の「楽学の会」に寄せられた「一口

メモ」の感想を紹介する。 

●学ぶ楽しさをこれからも伝えて下さい。 

●一度見学に行きたい。 

●現実の問題を興味深く学べてよい活動だと思い

ます。 

●面白い活動をされていると思います。興味ありま

す。 

●とても品が良いです。講座の質が高い。是非参加

させて頂きたい。 

（齋藤龍男）


