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平成２３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 

ワインをたのしむ 
アサヒビール（株）お客様相談室 
プロデューサー 羽鳥敏彦氏 

11/9,16 (水) 

午後３時～５時 

江戸検一級講師と学ぶ 
うんちく大江戸入門講座 

～今日に活かす江戸の知恵～ 

江戸文化歴史検定試験一級 

大沢正明 氏 

堀口茉純（ますみ）氏 

11/12・19・26（土） 
午後２時～４時 

最終日は江戸城跡現地学習 

 
 
 
 
 
 
 
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） 

 
平成２３年度あだち区民大学塾  第２ステージ 

◆◆講座開催報告◆◆ 
川柳の楽しみ ～生活に機微をみる～ 

８月２１日（日）、２８日（日）の２日間にわたり講座を開催した。受講者は２２名、延べ３８名の参

加であった。見川文雄講師の切れの良い講義で、川柳の楽しみ方を受講者に分かっていただいたものと

思う。 
１日目には、川柳の歴史、俳句との違い、川柳の三要素、川柳をつくるときのポイント（ヒント）な

ど、川柳をつくる上での考え方を中心に例を出しながら講義していただいた。１日目の終わりに、全員

で「お題」（猛暑、忘れ物の２題）を決め、２日目に各人が句を持ち寄り披露し、講師のコメントをもら

った。 
これから川柳を詠んでみようと思う人に、分かりやすい講座であった。受講者からも分かりやすくて

とても参考になったなどの感想をいただいた。                     （小林徹）  
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「ワイン」講座の 
企画意図 
世界のワイン・日本

のワインと歴史、ボ

ージョレ・ヌーヴォ

とワインの飲み方愉

しみ方を学びます。 

「大江戸」講座の企画意図 江戸
時代には、今日に活かすべき特色がた

くさんあります。江戸の面白さ、伝統

を深く知って、楽しみましょう。江戸

検一級の講師が、うんちくを傾けて江

戸の歴史の面白さを伝えます。しかも

講座の過程で江戸を更に深く知る方

法や、楽しみ方のコツを学べます。 

講座風景 
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青木新教育長が 

「地域のちから」に期待！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8月 12日、地域文化課河野係長にご案内いただき、

早坂相談役・小林代表・瀬田事務局長が、第１１代

足立区教育長にご就任された青木光夫さんを表敬訪

問しました。 
 まず、持参した「楽学の会の案内」・「楽学ニュー

ス」・「あだち区民大学塾実施報告書」・「事業報告書」

により会の概要を説明しました。 
 青木教育長から、足立区は組織改正で「地域のち

から推進部」を新設し、全庁的に地域の皆様と手を

携えて事業を進め始めた。個人の学びである生涯学

習を地域へ広げることで、地域の課題解決につなが

る。学びと実践を一体化するために、コミュニティ

ー行政を生涯学習行政と社会教育行政との一元化を

図ったと話されました。 
 楽学の会は、既に個人の学びと地域への結び付け

を実践しているので、これからも活動を通して、学

びあうまちづくりに貢献していただきたいと激励を

受けました。            (瀬田佳男）  

生涯学習センター講座運営ボランティア報告 

ＮＨＫ主催展覧会関連文化講演会 

「大英博物館古代ギリシャ展」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８月２８日、講師 飯塚隆氏（国立西洋美術館研

究補佐員本展担当）の「ギリシャ美術の楽しみ」の

講演会に１３６名が参加して開催された。９月２５

日まで国立西洋美術館で公開中で、展覧会の構成順

に、彫像、レリーフ、壷絵の代表的展示をパワーポ

イントの映像で、それぞれの特徴と鑑賞の重点を詳

しく分かり易く解説された。 
「円盤投げ」「ヴィーナス像」「キューピッド像」｢優

勝選手の像｣などを神々、英雄、人々の暮しに神話も

交えて興味深く話された。配付の「講演会アンケー

ト」は１００名を越える参加者からの回収があり関

心の深さが伺がわれた。運営ボランティア参加者は

１１名。             （相馬義人）  

平成 23年 7月月例会報告 

～大いに盛り上がった暑気払い～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 蒸し暑く汗が滲む中、平成２３年度暑気払いが生涯
学習センター平野所長、朴氏、中村氏と「女と戦国」

の田村講師に参加をいただいて、区庁舎のレストラ

ン「ピガール」で開催された。 
小林代表より、区民大学塾２３年度講座が内定し、

新田・東和地域学習センターでも実施が決まった。

２年後にはＮＰＯ法人設立１０周年を迎えるので

「楽学の会」の更なる進展を目指すとの挨拶があり、

平野所長、市川相談役の挨拶と続いて平野所長の乾

杯の音頭で懇談会がスタートした。 
今回は２１名の参加にとどまり淋しい感もあった

が、お酒の差し入れがあり会話が弾み最高に達した

ところでカラオケタイムに入った。平野所長のデュ

エットにはじまり、他の３名の方々にもご自慢の声

で唄っていただいて大いに盛り上がった。リクエス

トもつきなかったが予定の時間となり瀬田事務局長

の締めで残念ながらお開きとなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会員は少なかったが参加者にとっては更なる親交

を深められたようでした。 
（ボランティア活動推進部 岡田スミ子） 
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東武鉄道は明治 32年 8月開業。明治 35年 4月に北千住～吾妻橋（現業平橋）が開通。堀切駅の由来は鎌倉時

代の始め、葛飾一帯は葛西清重の領地で、御城蔵人正房が居を構え周囲に濠をめぐらせために地名が起きたと言わ

れている。当駅は堀切菖蒲園の花見客の便を計るため、明治 35年に開設された。荒川放水路が出来るまで今の荒
川の川の中ほどにあったが、改修により川の反対側にな

り現在に至っている。 
堀切駅すぐそばの足立五大学の 1 つである東京未来大学
を訪問した。突然の訪問にもかかわらず、ＣＣＳセンタ

ーキャリアサボートの 2 名の方が快く応対してくださっ
た。足立区立第二中学校の跡地に大学として              

生れ変わった。「こども心理学」を中心に未来に対しての

教育者を養成することに力を入れている。就職率 90％以
上という未来に開かれた大学との印象を受けた。 
東武線牛田駅は京成関屋駅よりやや早く昭和 7年 9月
開設。隅田川の河川敷千住宿三丁目牛田耕地・東耕地か

ら昭和 40年 7月足立区となり千住曙町となる。むかし、
牛田圦（うしだいり）と呼ばれた農業用水路を探した結

果牛田駅浅草寄りのホームの下右の写真の場所を探すこ

とができた。今では、駅名だけがその名残りをとどめて

いる。（圦とは、土手の下に樋を埋めて水の出入れを調節

する水門のこと）この辺りは葛飾北斎の浮世絵「関屋の

里」に描かれているように江戸時代は風光明媚な名所に

数えられていた。 
牛田、堀切駅から徒歩 5 分の所に柳原千草園がある。
柳原千草園は、平成元年 6 月に誕生。この場所はもと製紙工場でしたが昭和 63 年 6

月に足立区が公園用地として買収し、整備した。近年隅田川沿いの大規模開発など、周辺の開発が進み、街は大き

く変わろうとしている。そこで、この公園を、地域の庭園及び植物園として位置付け、散策、休憩、自然観察の場

として活用計画された。因みに、千草園は近くの向島百花園の百に対して千と命名したと言われている。 
東武線牛田駅、京成関屋駅から徒歩 5分、堀切橋から墨提通りの交差点を抜け、隅田川に向かうと川面に沿って
千住大川端公園がある。川縁にあり隅田川や対岸を眺め人工滝の音を聞きながらのんびりすることができる。4月
下旬から 5月上旬にかけてはつつじが鮮やかに咲き斜面を覆います。      （安藤、今野、神戸、佐久間） 
                                                     

       
          
                           
        
                 

 
 
 
 

学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 第二回・・・堀切、牛田、関屋地域 

堀切駅と東京未来大学（駅左側） 

東武線牛田駅 

京成関屋駅 

堀切駅 

（人工滝） 

昭和 37 年の牛田駅 

昭和 47 年の京成関屋駅 

千

住

大

川

端

公

園 

東武線堀切駅 

（
人
工
滝
） 

葛
飾
北
斎 

関
屋
の
里 

柳原千草園 

東武線牛田駅 昭和 37年の牛田駅 

牛田耕地農業用水跡地（圦） 

東京未来大学 昭和 40年代の堀切駅 

柳原千草園 

堀切駅 

東京未来大学 

千住大川端公園 

荒川放水路 

隅田川 

牛田耕地農業用水跡地 

京成関屋駅 
牛田駅



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
【本 の 紹 介】 
 
『生涯現役の社会参加活動』 

～まちに活気・元気を呼ぶ生涯学習～ 
 

桜美林大学名誉教授  
瀬沼克彰著   
2011年 10月（株） 
日本地域社会研究所  
発行 
2100円＋税。 
 
この書物の帯紙には「元

気な高齢者は、ほっとけな

い！もったいない！人生

の大先輩であり、地域の“お宝”である。老いも

若きも共に学び、共に“出番”をつくれば、生き

生きとした生涯現役社会が実現する！」と特色を

描いている。５つの章から構成されているが、特

に読んで欲しい箇所を一、二紹介する。 

著者のライフワークのテーマである高齢者問題

－高齢者の余暇、生涯学習を含めて社会参加の問

題を、著者の出生地・在住地である八王子市を取

り上げて述べているが、その社会参加活動への八

王子市の対策は、当区（人口数足立約６５万、八

王子５５万人）と比べ相当進んでいるようで、羨

ましくなった（第２章）。 
第４章「市民大学の動向と発展」では、市民大

学（塾）の発生、由来、歴史、現状、今後の発展

の見通しなども述べられている。 
これらの把握は、区民大学塾を企画運営する立

場には参考になる。特に住民主導の市民大学が円

滑に維持されていくためには、運営の要になる人

材の育成、広報の支援など行政の役割は残ってい

るという指摘は、行政にも理解して欲しいと思っ

た。 
（市川茂敏） 

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 

9.11 で思い起こすこと 

2001.9.11 アメリカ同時多発テロ事件から 10 年、また、
2011.3.11東日本大震災から６カ月、人災と天災の狭間に生きて
いるような気がしています。あらためて犠牲になられた方々のご

冥福をお祈り申し上げます。 
今から約 20年前 91.9にアメリカ東部地区の旅行に行った際、
撮影した今は亡きニューヨークワールドトレードセンタービル

100 階から見たイースト川をまたぐアメリカでもっとも古い吊
り橋ブルックリン橋、また、鋼製の吊り橋マンハッタン橋（写真

上）と同センタービルの屋上から見たマンハッタン北方（写真下）

の写真ですが何か足元がすくわれるような気がしています。 
（佐久間實） 

社会教育 9 月号「社会教育におけるボランティア活動を活性化するために」の紹介 
 
提言：「発足１５年の今をつなぎ、つなげるために」           （P38） 
NPO 法人 あだち学習支援ボランティア「楽学の会」早坂津夜子（相談役） 
 

 論文：「ボランティア側の視点から考える社会教育施設の意義」    (P18） 

      ～施設は“ともかく”受け入れを！～ 
  文化ボランテイアコーディネーター 大久保邦子（当会・顧問） 
 
詳細内容は「社会教育」9 月号がワークルームに保管されています。とても参考

になります。是非ご覧ください。               （広報部） 
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運営委員会だより        

平成 23 年８、９月度の運営委員会は８月１日
及び９月１日に開催。議事録を基に報告する。 
〔８月１日（月）議 事〕 
１．小林代表理事の報告及び提案 

1）7／28の暑気払いは 21名が参加、和やかで 
  楽しいものであった。 
2）早坂相談役が社会教育９月号に「生涯学習の 
ボランティアからの提言」を寄稿。 

3）生涯学習センターの講座ボランティアについ 
 て田中副所長から｢楽学の会｣の運営ボランテ 
 ィアは従来通りとの説明があった。  

２．平成 23年度生涯学習ボランティア養成セミ 
ナーの事例発表は「楽学の会」（金子勝治・市 
川道子）と「地域人の会」に決定。 

３．ＮＰＯ創立 10周年記念事業 
1) 開催時期 :平成 25年 5月 
2) 事業内容： 
第 1部 あだち区民大学塾フォーラム 
･特別講演会・パネルディスカッション 
第 2部 創立 10周年記念祝賀会 
・10年のあゆみと展望・交流会 
・記念誌の編纂 10年のあゆみ他 

４．緑川祥元氏を偲ぶ会（平成 24年 2月または 3 
月に開催する） 

５．あだち区民大学塾･ 
・地域協働講座は東和地域学習センターから 2 
講座の開催要請。 

各部局からの報告および提案    
＜学習支援部＞議事の中で提案、報告済にて省略。 

＜ボランティア活動推進部＞  
・9月月例会は、｢大学塾第１ステージを振り 
返る｣で開催。 

<広報部＞  
・｢駅シリーズ｣開始に当たり皆さんの参画要請。 
・６月月例会記事に地域のちから推進部の確 
認協力があった。 

・メルマガ の会員増加のチラシ作成、100名 
目標達成に協力を。 

＜事務局＞  
・理事就任・辞任の法務局登記完了。 
・東京都ＮＰＯ法人課に財産目録･貸借対照表等 
事業報告書を提出。 
・7／31現在の年会費未納者は正会員 5名、賛 
助会員 5名。 
 

〔９月 1日（木）議事〕 
１．小林代表の報告及び提案 
 1) 8／12、足立区教育長に任命された 青木光夫 
氏を表敬訪問した。 

 2) 11／20八王子生涯学習コーディネーターと 
の交流会を実施する。 

 3) 10月開催のサークルフェアは研修室 3で実 

施する。 
２．23年度生涯学習ボランティア養成セミナーの 
事例発表は楽学の会と生涯学習センターに変 
更決定した。 

３．NPO創立 10周年記念事業の準備委員会メン 
バー11名が決定した。 

４．あだち区民大学塾 
･地域協働講座は、東和地域学習センターで、 
「俳句」青山丈講師、｢宇宙の話｣小林徹講師 
で開催。 

各部局からの報告及び提案 
＜学習支援部＞ 

・大学塾、養成セミナーの項報告済にて省略。 

＜ボランティア活動推進部＞ 
･10月月例会のテーマ｢老後の自由時間の使い 
方｣ 
・帝京科学大学の施設見学会を計画している。 
＜広報部＞ 
・楽学ニュース 168号は 10／27に発行。 
・「駅シリーズ」第 2回目の取材紹介と他部局の 
参画、協力要請があった。 
・HP及びメルマガは 10／1に更新。 

＜事務局＞ 
・平成 23年度前期事業実施報告を 10月 15日 
までに事務局へ提出の事。 
・パソコン研修を 9月末から実施。 
・8月 31日現在、年会費未納者は正会員 4名。 

（瀬田佳男）  
大学塾会合、各部局開催日程は「楽学インフォメ

ーション」を参照ください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パソコン講習会開催 
 受講者募集！！ 皆さんの参加をお待ちし

ています 

（１)「初級エクセル」原田進 講師  

  名簿の作成と簡単な計算を中心に１回
２日間、いずれも午前１０時－１２時、 
ワークルームで原則２名 

 開催日①10/7・14 ②10/24・28  
③11/2・11  

（２)「デジカメデータの扱い方」神戸明 講師  

   写真の使用目的に合わせた画像サイ 
ズ変更と名前の付け方, 

１回２時間４名程度、午後 2時～4時  
於ワークルーム  

 開催日 10/20  
（申込者多数の時は、追加開催も考慮） 
＊申込先   
事務局江川まで 
（両方とも） 
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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） 

生涯学習センター情報 
＜あだちサークルフェア 2011＞ 

10／8（土）・9（日） 午前 10時～午後 4時 
主催：あだちサークルフェア 2011実行委員会 
共催：足立区 

今年もパワフルステージと魅力の展示、親

子の体験教室と足立の力が大集合！被災地支

援の 1円玉アート、野菜販売も行います。 
入場無料（一部有料イベントあり）。 
是非お越し下さい 

◎展示コーナー 
講堂ギャラリーで写真・絵画展示。5 階ギャ
ラリーで鉄道模型大型レイアウト展示。 

◎ステージ（舞台） 
2日間で 21団体参加。ダンスや楽器演奏、演
劇などバラエティー豊かな舞台。 

◎体験コーナー 
楽器演奏やプリクラづくり、親子で楽しめる

工作、作って走らせる鉄道模型など。 
◎青空広場 

4 階エントランスでケーキやパンの販売、被
災地の野菜販売のほか、太鼓演奏、バンド演

奏など。1 円玉アートにもご参加を！ミニＦ
Ｍ、スタンプラリーもあります。 

ご家族お誘い合わせの上、是非お越し下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
○運営委員会 

10月 3日(月) 午後3時～5時  研修室5 

○月例会  

  10月27日(木)  午後6時半～8時半 研修室3 

○学習支援部 

10月 5日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

10月 6日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

  10月 6日(木) 午後2時～4時 ワークルーム 

10月24日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

10月27日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

10月 7日(金)午後2時半～4時半ワークルーム 

10月28日(金)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  

10月12日(水)  午後3時～5時  研修室1 

○大学塾企画会議 

 10月 3日(月)  午後1時半～3時  研修室5 

○ホームページ,メルマガ企画会議 
10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   瀬田佳男   電話 :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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

楽学会の「あだちサークルフェア 2011」 

への参加について 
 

会では、研修室３に設けられる「ボランテ

ィア活動紹介ルーム」のブースに、会の紹介

ポスター、あだち区民大学塾講座のチラシ等

を設置する予定です。 
両日は上記の通り生涯学習センターの４、

５階を中心に各種のイベントが行われます。

皆さん奮って参加いたしましょう。 

10 月 月例会のご案内 
 

日時：10月 27日（木） 午後 6時 30分～ 
場所：生涯学習センター 5階 研修室３ 
テーマ：「老後の自由時間の使い方」  
講師：市川茂敏 氏 （相談役） 
生きがいを持って健康で楽しく過ごせるヒ

ントをお話頂き、皆さんと共にディスカッシ

ョンしましょう。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） 

メルマガ・ホームページからのお知らせ 

・ＨＰ10/1に更新します。是非ご覧ください。 

 今月は足立の花火が打ち上げられます。そこで 

 足立の花火の写真を観光交流協会さんから提

供頂きました。あわせてお楽しみください。 

・メルマガは第14号が配信されます。 

編集後記 

暑さ寒さも彼岸までと言われる時期になり真

夏から急に涼しくなりました。今年は異常気象

のような気がします。皆様には体調を崩さない

よう健康に留意して会の活動に励みましょう。 

10 月 1 日から生涯学習ボランティア養成セミ

ナーが開催されます。一人でも多くの方が当会

に入会されるよう勧誘しましょう。 

   （佐久間實） 


