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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： 

中国音楽＆変面を 

楽しもう 

講師名：趙正達（チョウ・セイタツ） 
    王晶（オウ・ショウ） 
      中国太陽芸術団演奏家 
    劉妍（リュウ・ケン） 
      中国太陽芸術団京劇役者 

開催日時：12月3日（土）  14:00～16:00 

開催場所：足立区生涯学習センター ４階 講堂 

中国の代表的な楽器を紹介し日本の曲を演奏します。皆さん楽器に

触れてみてください。そして、中国の秘儀、変面
＊１
の驚きの技を楽し

んでいただきます。  

 ＊１ 「変面」とは、瞬時に顔が変わる技で，中国の文化国宝に指定されています。 
 

講座名： 

池波正太郎の世界を探る 
～その人と作品～ 

講師名：中島勝正氏 

税理士・不動産鑑定士・中小企業診

断士として会計事務所を経営の傍

ら市井の文学研究家として活躍中 

開催日時：12月10日(土），17日(土），23日(金･祝)  14:00～16:00 

開催場所：新田地域学習センター（足立区新田２－２－２） 

没後２１年を経過し池波正太郎の人気は依然衰えない。小説・テレ

ビ・映画・舞台などで私たちを楽しませてくれる。その人気の秘密は

何なのか？生い立ちと経歴・作品を読み、人柄・食通ぶり・親子・夫

婦愛・師弟関係などから魅力を探ります。 

 

講座名： 

コミュニケーション｢力｣Ⅱ 
～地域社会における 

新しい生き方～ 

講師名：後庵正治氏 

自己開発研究所代表， 

心理カウンセラー， 

傾聴学習主任 コーディネーター 

開催日時：12月 7日（水），14日（水），21日（水）  14:00～16:00 

開催場所：足立区生涯学習センター ５階 研修室１ 

一人世帯が急増する今日、地域や家族と孤立してきていませんか？

コミュニケーション「力」を身につけ、いきいきと生きるヒントを学

びましょう  

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） 
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◆◆講座開催報告◆◆ 
「眠くなれない『論語』の学習」 

本講座は、元々22年度開催（23年3月に3回）の予定でしたが、東日本大震災により一旦中止となりました。
その後、本年度に再開となり、9/14(水)、21(水)、28(水)に開催の予定が、9/21は、台風15号のため、10/19
日(水)に延期となりました。 
３月の時点では中止ということで受講者全員に電話で連絡

するなど大変な作業でしたが、受講生の方々には快くご承諾

いただきました。受講生から、お見舞いの言葉などいただき、

担当としては感慨深いものがあります。 
再開講座として3月応募の方には案内状を送付し、募集を
「広報」に掲載した結果、両方合わせて受講者75名となりま
した。会場は研修室1と最も広いところを使ったのですが、毎
回受講生で、ほぼ、満席となりました。 
講義は、須藤明美先生の迫力ある素読と講話。また「論語」の持つ魅力で、素晴らしいものとなりました。

「ほんとうに眠くなれない・なっている暇の無い講義」、「中・高生であった頃に学んだ『論語』の孔子の偉

大さに触れ、学ぶことの楽しさを知りました」、「楽しく分かりやすかった、このような講座があれば是非参

加したい」という声があり、2回の災害にもめげず受講生・講師･スタッフの力強さに支えられた講座でした。
また、教材として、先生の著書「論語の教科書」を使用しました。スタッフ11名      （今野君江） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９月 月例会報告  「第１ステージ 講座の振り返り」 

9月 29日 (木) 午後 6時半～ 研修室５で実施。  
今月は、大学塾事業を４半期に分けて第１ステージから第４ステージまでとして実施されている事から、

まず第 1ステージの終了を受けて講座の振り返りを行なった。 
５月 26日～6月 2日 全２回で開催された「荒川河畔からのスカイツリーを描こう」（講師 大渕澄夫氏） の
座学と館外実習はコーディネーターの小林徹さんより、6月 9日～16日 全 2回で開催された「生活習慣病と
の上手い付き合い方」（講師 飯塚一秀氏、坂田朋子氏）の講座はコーディネーターの原田進さんより、それ
ぞれの講座の様子や反響を詳しく報告頂いた。 
その後のディスカッションでは、皆様で今後の取り組み方や新たな視点も含めて忌憚なく自由に意見がか

わされた。 
引き続き各部局よりの連絡や報告を受けて、月例会を無事終了した。 

(ボランティア活動推進部) 
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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  

 
◆アイスランド雑記◆ 

昔読んだ冒険小説、「地底探検」の影響か？火山と氷河、神秘なオーロラ

の見える国、アイスランドに行く決心をした。成田から、途中乗継をして１

８時間、薄暗く狭い飛行機の中、飲み、食い、寝のブロイラーの心境になる

頃、アイスランドに到着。バスにて一周する８日間の旅が始まった。 
溶岩台地、火山、氷河、いたるところに滝、牧草地に人口の４倍の

ヒツジ等、自然が素晴らしく、大西洋にある海嶺が地上に現れ、北米

プレートとユーラシアプレートが生まれる所「地球の割れ目 ギャ

オ」に感動した。 
１０月初旬は日本の真冬。重いカメラ、三脚、防寒具を持参したの

に、目標のオーロラには、１回だけの遭遇 残念！２度と行けないの

に！（白黒印刷ではオーロラの色が出ないので、HPに掲載します。） 
旅の楽しみの食事は、魚中心で日本人には馴染

みやすく、特にラム肉は美味であった。また、渡

り鳥ピリカの燻製も珍味。アイスランドは、最近

まで禁酒国であり、酒類が高価で種類も少ないの

が難点。 
水力・地熱発電が盛んで電気料金が安く、電気、

水道、温水（含暖房用）等光熱費料金は、平均家

庭 2～3 千円／月程であるが、その代わり消費税
等は合計 25.5％と非常に高い福祉充実国家。日本と同じく海産物資源が豊富、タ
ラは日本ではマダラ、スケトウダラの２種であるが、アイスランドでは１０種以

上を区別して食しているらしい。 
※
北海道と四国を合わせた国土、人口３２万（足立区の約半分）、 
日本と同じで、自然に恵まれた素晴らしい景観の国であった。             (江川武男) 

 

運営委員会だより  

平成23年10月度運営委員会は、10月3日に開催。議

事録を基に報告する。 

１．小林代表理事の報告及び提案 

1）生涯学習ボランティア養成セミナーの第１回は

10月1日(土)に伊藤俊夫講師が「ボランティアに

ついて考える」の演題で開催。 

2)足立区ＮＰＯ法人活動実態調査に協力の依頼。 

3）第２回フェスタが11月12日(土)区庁舎１階で開

催される。 

4)10月8日(土）・9日(日)に開催の「あだちサーク

ルフェア2011」ブースにチラシ・ポスターを展

示する。 

5)11月13日(日)開催の（全国ボランティアフェス

ティバル）の参加者に費用の半額を負担する。 

２．ＮＰＯ創立10周年記念事業 

9月27日(木)に準備委員会キックオフ会議を開

催。次回12月8日。 

３．あだち区民大学塾 

1)講座検討会議は10月12日開催。 

2)講座企画会議は11月1日開催。  

3)地域連携講座・東和地域学習センターで〔宇宙

の話〕〔暮しの中の俳句〕2講座を12月、1月に開

催。 

４．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、報告済で省略。 

＜ボランティア活動推進部＞  

・10月の月例会は市川相談役の｢老後の自由時間

の使い方｣＋ディスカッションを計画。 

・「男たちのボランティア2011」の検討委員会に

出席。 

<広報部＞ 

・ニュース168号は10月27日発行予定。 

・｢駅シリーズ｣、足立区内５大学を取材。 

・メルマガ は近日中に配信。ＨＰに足立花火大

会の写真を掲載。 

＜事務局＞ 

・9月30日現在、正会員の会費未納者は2名で再請

求した。           （瀬田佳男） 

来月以降の最終的な大学塾会合、各部局開催日程は

「楽学インフォメーション」を参照下さい。 

講座検討会議は今24年度の講座についてアイデアを

求めています。このところ会議への出席者が少なくな

り、マンネリ化・先細りの傾向です。 
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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 

＜中国は今・ 

世界の勢力地図と経済地図が変わる＞ 
①日時：12 月 8日(木)、15日(木) 

       全 2回 いずれも 午後 2時～4時 

②場所：足立区生涯学習センター 5階 研修室１ 

③受講料：一般       1,000円 

     高齢者・障害者割  700円 

④内容：実態が良く分からない中国について、中国

の政治経済状況、世界に及ぼす影響を知っていた

だきます。  

    第 1回：中国の政治と軍事・外交 

    第 2回：中国の経済と資源エネルギー 

⑤講師：津田慶治氏 

      （日本国際戦略問題研究所所長） 

 申し込みは生涯学習センターに 

    電話（03-5813-3730）または直接窓口へ 

＜獨協大学連携講座 

 「生活に役立つ経営学」＞ 
①日時：12 月 2日(金)、9日(金) 

       全 2回 いずれも、午後 3時～5時 

②場所：足立区生涯学習センター 5階 研修室 1 

③受講料：無料 

④内容：身近な事例を通して経営学の基礎を学んで

いただきます。 

  第 1回：東京ディズニーランドの経営戦略 

  第 2回：コンビニエンス・ストアの経営戦略 

⑤講師：平井 岳哉氏 

      （獨協大学経済学部経営学科教授） 

 申し込みは生涯学習センターに 

    電話（03-5813-3730）または直接窓口へ 

 

☆ １１月 月例会のご案内 ☆ 
 日 時：11月 29日（火） 午後 6時 30分～ 
 場 所：生涯学習センター 5階 研修室 2 
 テーマ：「第 2ステージ講座の振り返り」 
             ＋ディスカッション 
  ①「川柳の楽しみ方」 
   発表者：コーディネーター 小林徹氏 
  ②「眠くなれない『論語』の学習」 
   発表者：コーディネーター 鹿島健一氏 
  ③講座の報告及び会員の情報交換茶会 

 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） 

 
 
 
 
○運営委員会 
11月 1日(火) 午後3時～5時  研修室3 

○月例会  
11月29日(火)  午後6時半～8時半 研修室2 

○学習支援部 
11月 7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 
11月 8日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 
11月 7日(月) 午後2時～4時 ワークルーム 
11月21日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 
11月29日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 
11月 8日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 
11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  
11月15日(火)  午後3時～5時 ワークルーム 

○大学塾講座企画会議 
11月 1日(火)  午後1時半～3時  研修室3 

○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 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

月例会報告で「第1ステージ講座の振り返り」

があり、広報部も「ニュース編集の振り返り」を

考えたい。 

「みんなの広場」は、第107号(H18年3月)から

始まり現在まで5年間にわたって88人に投稿いた

だいている。今月号は江川さんの「アイスランド

雑記」。目標のオーロラに1回だけ遭遇した貴重な

写真を提供いただいたが、ニュースの白黒印刷で

は掲載しても“闇夜のカラス“で載せられなかっ

た。残念！！           (相馬義人) 

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 

・「会員お役立ち情報」をお楽しみください。 

 ログインが必要です。忘れた方は次を入力。 

 ユーザー名：guest  パスワード：Haya0101 

・メルマガは第15号が11月初めに配信の予定で

す。読者100人達成まであと数人です。ご家族

への勧誘もよろしくお願い致します。 



みんなの
広場

◆アイスランド雑記◆

写真 拡張版(順不同)
(撮影：江川武男)
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