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                   ◆◆第 2 ステージ講座開催案内◆◆ 

 講座名：眠くなれない「論語」の学習～楽しく学ぶ「論語」100 章～ 

学びて時に之を習う、亦説ばしからずや・・・今、素読を通して真の学びを楽しく そして真っ直ぐに

お届けします。     開催時間：14 時～16 時 会場：生涯学習センター ４F 研修室 1 

 ◆◆第 3 ステージ講座開催案内◆◆ 
 

 講座名：声に出して詠む －万葉集― 

開催時間：午後２時～４時 会場：生涯学習センター５階 研修室 3 

 

講座名：一葉の生涯と本郷 ～縁（ゆかり）の街本郷を歩く～ 

 開催時間：１回目午後２時～４時、２回目（現地）午後１時３０分～３時３０分 

           会場：１回目生涯学習センター ５階 研修室 1  
 

＜大学塾スタッフに参加しましょう＞ 

申込先：事務局 電話・ＦＡＸ 03-5813-3759 平日午後 1 時～5 時 

月日 講義内容 講師名 

９月１４日（水） 
素読を楽しむ「論語」の世界 

～学問思弁行～ 

９月２１日（水） 
現代に生かす大切な言葉 

～温故知新～ 

９月２８日（水） 
１００章から学ぶ 

  ～心に響く言葉力～ 

 

須藤明実 氏 

中国哲学研究家・作家 

洋画家 

  

月日 講義内容 講師名 

１０月  ４日（火） 額田王とその時代 

１０月１１日（火） 柿本人麻呂とその時代 

石井清弘 氏 

 元・江北図書館長 

１０月１８日（火） 山上憶良とその時代 

１０月２５日（火） 大伴家持とその時代 

 足立区在住 

月日 講義内容 講師名 

10 月 14 日（金） 一葉の生涯と文京 

 ～本郷を中心として～ 

10 月 21 日（金） 

 

現地学習～ゆかりの史跡と 

     作品をたどる～ 

 渡邊征夫 氏 

文京ふるさと歴史館友の会 

まち案内ボランティア 

   足立区在住 
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平成２３年度の「生涯学習ボランティア養成セミナー」は生涯学習センターからの受託事業として開催

いたします。会員皆様のご協力をお願いします。日程・学習プログラム・講師を下記の表に示します。 

開催時間はいずれの日も午後２時～４時。 会場：足立区生涯学習センター 

≪講座の運営スタッフ及び受講への参加をお待ちしています≫ 

なお、講座開催１週間前（日時後日決定）に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、スタッフになられた方は参加をお願いします。 

申込先：大学塾事務局 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） 

 

 

 

 

 

 

私のライフワーク～大衆時代小説の講演 （2011 年 6 月号東京税理士界会報＜２万部発行＞に掲載の一部より） 

私は、現在あだち区民大学塾講座の講師を５年閒務めています。足立区民の人が講師となって区民に対

して開催する文化教養の有料講座です。大学塾は１６年度から教育委員会，生涯学習センター，ＮＰＯ法

人「楽学の会」三者共催事業として開催されています。平成 17 年度から 22 年度までに受け持った講座内

容は「司馬遼太郎の生涯と作品」同じく「街道をゆくシリーズ」「戦後の巨匠・松本清張を読む」「藤沢周

平の世界」「池波正太郎の世界を探る」などです。私が研究しているテーマの特徴は、「大衆時代小説」分

野ですが文化勲章、各文学賞などを受賞した司馬遼太郎・藤沢周平・池波正太郎などの今でも読み継がれ

ている大衆作家を取り上げています。松本清張が入っているのでおかしいと思われるかもしれませんが、

松本清張はミステリー作家の前は時代小説作家で有名でした。私は、各作家の生涯と代表的な作品を紹介

して、参加している区民の皆様に楽しく読んでいただけるきっかけを作っています。それが私のライフワ

ークであります。                                （中島勝正） 
                          

日 程 テーマ 講師名 

10 月  1 日 

（土） 

ボランティアについて考える 

～生涯学習とボランティア活動～ 

国立津山高専名誉教授 

伊藤 俊夫氏 

10 月 10 日 

（月） 

生涯学習社会とボランティア 

～ボランティア活動の意義と新潮流～ 

昭和女子大学教授 

興梠 寛氏 

10 月 15 日 

（土) 

社会教育施設ボランティアの魅力とその可能性 

～だからボランティアはおもしろい～ 

文化ボランティアコーディネーター 

大久保 邦子氏 

10 月 22 日 

（土) 

こんなこと実践しています 

～ボランティアの活動事例～ 

① （調整中） 

② NPO 法人あだち学習支援ボランテ

ィア「楽学の会」 

10 月 29 日 

(土) 

学習情報の提供と相談による学習支援 

～学習情報ボランティアの可能性～ 

文教大学教授 

平沢 茂氏 

11 月  5 日 

（土) 

学習ボランティアのすすめ 

～生涯学習ボランティア活動とまちづくり～ 

川村学園女子大学教授 

齋藤 哲瑯氏 

みんなの

広 場 

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～500字以内） 

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

平成２３年度 生涯学習ボランティア養成セミナー 講座開催案内 

会員の木島 
さんからの 
筆イラスト 
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駅の写真に見る昭和 30年代後半はどういう世相であっただろうか。戦後 20年

を経て日本は急速度で復興に邁進していた。39年にはアジアで初めてのオリンピ

ックが東京で開催され新幹線が東京、大阪間に開通された。この年の足立区の人

口は約 49万人、旧千住地区（荒川放水路北側の足立 1～4丁目、梅田、などを含

む）は約 14万人、現在区の人口約 67万人、千住地区は約 7万人。区の産業、文

化、行政の中心地は北千住であり交通の要所も同様である。“駅”シリーズの初

めに今、一日の乗降客数 130万人のメガステーション北千住駅を基点とする軌道

（汽車・電車）の歴史を簡単に記す。                

1. 明治 29 年 12 月私鉄日本鉄道土浦線に合せて北千住駅が誕生 常盤炭田の石炭を首都圏に運ぶ鉄道、後に

常磐線となる。府内には田端―南千住―北千住の三駅，次は松戸であった。 

2. 明治 32年 8月東武鉄道が開業 北千住から久喜までが最初、現千住旭町東の郊外、ここに中千住駅を作っ

た。今の大踏切の辺り。東武鉄道の始発駅、以後の浅草方面は今の北千

住駅（常磐線駅）に便乗したと思われる。 

3. 昭和 6 年 12 月京成電鉄開業 今、区内には千住大橋駅と京成関屋駅が

ある。 

4. 昭和 36年 12月千代田線開業 北千住から大手町。 

5. 昭和 37 年 5 月日比谷線開通 （人形町―北千住）後に北越谷まで東武   

線に乗り入れ、区内の宅地化が進む。 

6. 平成 17年 8月つくばＥＸ開通 秋葉原を基点とするつくば市までの新路線。 

西千住駅跡を訪ねて 京成千住大橋駅から東へ向かい、駅の跡と思われる所を見つけた。近くの交番でお聞きし

た近在の老婦人と不動産屋さんに尋ねたところやはり、間違いないことが解った。

（写真左が西千住駅跡） 

線路右側の緑町2、3丁目は京成日暮里から上野のトンネル1.4KMの土を集積し、宅

地として売り出し沼沢地から近代都市に変わった。西千住駅は昭和10年に開業、昭

和22年に廃止、千住大橋に急行が止まるためと言うが、昭和22年頃，電力不足によ

り一旦停止すると上り坂を走る動力不足が原因でもあったようだ。 

線路向かいにある（株）ニッピのビル(写真左) 

は本社機能のみ5年前に子会社へ皮革なめし業務を

移行。駅跡南側の緑1丁目はニッピを含めて大手皮革

工場跡地12ha、千住大橋地区再開発計画により住宅、

公園に変えるための土壌改良中と言う。なお、水害対策として隅田川護岸補強工

事も始まる。緑町2、3丁目の同潤会が作った住宅は跡形もなく、右の写真のよう

に碁盤の目に整備された道路が往時を忍ばせるのみ。 

中千住を訪ねて ここは、千住大踏切の傍ですぐ分かった。駅跡はこれといった目ぼしいものは見つからなかっ

たが、線路間の空地の広さがその形跡を残した（写真左）。 

以上、今回二回に亘る千住宿歴史プチテラス捃沢
ぐみさわ

氏の談話と「近代都市化は萱場だ

った千住緑町から」足立風土記を一部参考にさせて頂きました。 

次回は京成関屋駅、東武牛田駅、堀切駅周辺を探訪する。また、足立区内への 5

大学の進出状況、そして文化・産業・芸術を核とする新都心構想にも触れてみたい。 

皆さん、新しい北千住を発見しよう！！                 （広報部 安藤、神戸、佐久間） 

第一回・・・北千住地域① 

現在の北千住駅西口 

昭和 40 年の北千住駅西口 

（荒川ビジターセンター所蔵） 

学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 



 

4 
 

あいうえお 

 

平成 23 年 6 月の月例会は、6月 28 日（木）研修室 3 において午後 6時 30 分～8 時 30 分に開催された。 

 はじめに、小林代表理事から、今回お招きした地域のちから推進部 地域文化課の鈴木課長、河野係長、

山本係長並びに生涯学習センター平野所長の紹介があり、引き続き挨拶及び説明を頂いた。 

 

＜地域のちから推進部について 鈴木課長、河野係長＞ 

人と人の絆・縁を強め、互いにしっかりと支え合うよう地域のちから推進部は、地域で活動する諸団体の

連携強化を図りつつ、町会、自治会、NPO、ボランティアなど地域にかかわる新たな人材の発掘、さらには

その方々に対する活躍の場の提供などを通じて新たな絆の結びなおしを目指すため活動したいと語られた。 

＜「足立区における生涯学習に関する施策提言」について 山本係長＞ 

足立区社会教育委員会議では、生涯学習及び社会教育の分野におけるその時代の重要課題について、教育

委員会の諮問を受けて先進的な答申を行い、行政施策を通して住民に対するサービスの充実に貢献してきた。   

今回の第 10 期社会教育委員会議では、教育委員会の方針転換により、これまでの諮問・答申スタイルを

改め、「学びの成果を活かす学びの循環」と「社会教育分野における区内 5 大学の連携」という主要施策に

関して協議をまとめ、教育委員会へ提出した。この「協議のまとめ」では「個人の学び」の要素に加えて「学

習者同士が交流し、協働して学び育ちあう」場面を重視し、その力をまちづくりへ活かし、足立区の新しい

魅力を引き出そうという＜１つの戦略と 10 の提言＞がなされ、「学びを拡げ、まちを拓く」というキャッチ

フレーズも設定された。 

この施策提言を受けて、新組織である地域のちから推進部では、何をどのように実施するのか、各課から

意見を聴取しているという。今後は、その結果をまとめ、検討組織を作って新しい計画を策定していくとの

熱のこもったお話があった。今後の展開を楽しみにしたい。 

＜「楽学の会」の個人情報取扱規程について＞ 

 「楽学の会」の個人情報取扱規程について平成２２年１０月１日から施工されている同規程の背景につい

て喜多村政夫氏から、また、同規程検討結果について江川武男

氏から報告が行われた。 

 個人情報とは何か、足立区における個人情報の取り組み、ソ

フトバンク、ジャパネットたかた、KDDI 等の個人情報漏洩事件

の実例の紹介が行われ、個人情報の漏えい問題、取得・利用の

ルール、データの適正・安全な管理方法について説明された。 

当会の個人情報の対象は、会員、当会が実施する区民大学塾に参画した講師及び個人に関する情報であり、

具体的には、当会のパソコンに入力している受講者名簿等の取扱者の明

確化、データの出入、ＵＳＢメモリーによる持出しなどルールに沿った

取扱方法、機器の安全管理、責任体制の確保等あらためて全員の意識改

革が重要であることを力説された。 

月例会終了後、席を変えて北千住の日本海で地域のちから推進部のお

三方を囲み和やかな懇親会が行われた。         （佐久間實） 

６月 月例会報告  「足立区における生涯学習に関する提言」・「個人情報取扱規程」 

鈴木課長      河野係長       山本係長 

喜多村政夫氏     江川武男氏 
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  平成 23年7月度運営委員会は7月1日(金)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）6 月月例会は地域文化課 から鈴木課長、河野

係長、山本係長が参加し、「足立区における生涯

学習に関する施策提言」の説明と個人情報取扱

の報告があり、充実した月例会であった。 

 2）平成 22 年度あだち区民大学塾講座実施報告書

を地域文化課に 20 部提出した。 

3）東日本大震災で中断した「脳のふしぎ?」講座

は 6／3 から再開し、無事終了した。受講者は

233 名。 

4）3 月開催予定の「大淵澄夫の荒川河畔からのス

カイツリー」「生活習慣病との上手い付き合い  

方」の 2 講座も再開し無事終了。 

5）受託講座「23 年度生涯学習ボランティア養成セミ

ナー」の改訂企画書と見積書を 6／29 生涯学習セ

ンターに提出した。                   

2．情報交換 

  千住文化普及会から｢千住まち歩き養成講座｣の

開催案内があった。 

3．相談役の運営委員会出席について 

  定款第 42 条(運営委員会の設置)、運営委員会 

 

運営規則第 3 条 3 項(常務理事が必要と認めたと

きは、運営委員会に参考人を出席させ、意見  

を述べることができる)の規程通り運用すること

になった。  

4．あだち区民大学塾 

1）講座検討会議 7／12 開催。 

2）講座企画会議 8／１ 開催。 

3）地域協働講座は新田地域学習センターで 12 月

10 日～23 日(全 3 回)開催。 

5．各部局からの報告および提案 

＜学習支援部＞ 部会日程: 決定次第連絡。 

＜ボランティア活動推進部＞部会日程：8／9、 

   9／6 

＜広報部＞ 部会日程；8／6 

・HP は 8／1 更新。・メルマガ は 8／1 配信。 

＜事務局＞ 部会日程：8／9、9／6 

「パソコン研修会」の開催を検討中。 

 7／1 現在の「楽学の会名簿」を配布した。 

なお、全会員に確認してメールアドレスを記載し

た名簿作成し、全会員に配布することになった。 

・6／30 現在の年会費未納者は 6 名。 

6. 部会等を開催する時はお互いに心のこもった挨

拶をすることを申し合わせた。 

                 （瀬田佳男） 

注）会合日時は楽学インフォメーション参照 

 

 

「成功する市民講座・企画立案と講師の選び方」講座研修に参加して 

6 月 3 日（金）に開催された NPO 法人シニア大樂
だいがく

主催の講座に岡田スミ子、金子勝治、小林徹の 3 名が

参加した。シニア大樂は、講演会・研修会・セミナー等の講師を紹介している団体で、500 人に及ぶ講師

が登録されている。当日は満員の盛況であった（募集定員 60 名）。 

プログラムは基調講演と人気講師によるショート講演で組立てられて

おり、基調講演は、桜美林大学名誉教授の瀬沼克彰氏による「学習ニーズ

の変化とその対応策」と題するものであった。瀬沼先生によると、生涯学

習に関する活動についても 3 月 11 日の大震災の影響が出ており、教室不

足等を考えると 2～3 割落ち込むとの報告があった。現在、ニーズは横ば

いの状況で 20 年間変わっていない。重視すべき視点は ①住民参加、住民

主導 ②行政は支援者になる ③能動的学習へ ④学習行動圏の拡大 ⑤他

機関との連携、ネットワーク化であると力説された。 

ショート講演は、登録されている講師のうち１５人による個性に満ちた PR で、各人数分という時間で

あるがそれぞれ自分の活動を報告、三味線弾き語りや落語等のユニークな講演もあった。登録されている

講師リストを入手しているので大学塾講師選定等に利用できると思う。           （小林徹） 
 

運営委員会だより 
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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） 
 

＜生涯学習センター講座情報＞ 

◎講座名：「高齢者のための携帯電話使い方教室」 

①日時：9/18、19 午前 10 時～午後 0 時 30 分 

②場所：足立区生涯学習センター 5階 研修室3 

③定員：20 名（先着順） 

④受講料：無料 

⑤内容：基本的な携帯電話の使い方やメールの

使い方から防犯・防災時対処法について学び

ます。 

第 1 回：はじめての携帯電話入門「基本操作と

安全な使い方」 

第 2 回：はじめてのメール・カメラ入門 

◎講座名：「初心者のための山歩き入門」 

①日時：9/17（土） 午後 1 時～3 時 

②場所：足立区生涯学習センター 5階 研修室2 

③対象：16 歳以上 ④定員：25 名（先着順） 

⑤受講料：700 円（高障割 490 円） 

⑥内容：末永く安全に山歩きを楽しんでいただ

くために、体力のつけ方、読み図、装備、救

急法、気象などの山歩きのための基礎知識を

学びます。 

申し込み：生涯学習センターへ電話または直接窓

口へ 電話 03-5813-3730（足立区生涯学習センタ

ー） 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

○運営委員会 

8月 1日(月) 午後3時～5時 研修室3 

9月 1日(木) 午後3時～5時 研修室3 

○月例会  

8月はお休みです。 

9月29日(木) 午後6時半～8時半 研修室4 

○学習支援部 

8月 9日(火) 午後2時～4時 ワークルーム 

9月 5日(月) 午後2時～4時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

8月 9日(火) 午後2時～4時 ワークルーム 

9月 6日(火) 午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

8月 6日(土) 午後2時～4時 ７Fさくら 

9月 6日(火) 午後2時～4時 ワークルーム 

9月22日(木) 午後2時～4時 ワークルーム 

9月29日(木) 午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局  

8月 9日(火) 午後2時半～5時 ワークルーム 

9月 6日(火) 午後2時半～4時半ワークルーム 

9月30日(金) 午後2時半～ （ニュース発送） 

○大学塾講座検討会議  

8月はお休みです。 

9月16日(金) 午後3時～5時 （会場未定） 

○大学塾企画会議 

8月 1日(月) 午後1時半～3時 研修室3 

9月 1日(木) 午後1時半～3時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

8月、9月共、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 瀬田佳男：03-3896-2462 

  E-Mail：spnw9gd9@future.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 

菅総理の発言で、日本は、脱原発、再生可能エネ

ルギーを使って、地球温暖化を防止しつつ、国の産

業を発展させるという極めて難しい方向を選択しよ

うとしています。歴史は、不可能に思えることを真

剣に解決しようとする時、新しい発展が生まれるこ

とを示しています。若い人の力を信じて、協力して

いきたい、と思います。      （喜多村政夫） 

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 

・HPは８／１に更新されます。是非ご覧ください。 
 ニュースでは見られない写真も多く掲載。  
・楽学メルマも８／１に送付する予定です。 
 読者は現在79名で、100名まで、あと一息です。・ 

９月 月例会のご案内 

日時：9 月 29 日（木） 午後 6 時 30 分～ 
場所：生涯学習センター 5 階 研修室４  
テーマ：「あだち区民大学塾第 1 ステージ講座 

の振返りについて」 
会員の積極的な参加をお待ちしています。  

（ボランティア活動推進部） 


