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平成２３年度生涯学習ボランティア養成講座終了に寄せて 
 

 去る１０月１日に始まった養成講座は１１月５日、６回目の講座をもって終了しました。 

 受講者は延べ１４４名（内６４名は会員）、平均２４名（１０．７名）でした。 

 「楽学の会」の事業の大きな柱の一つとして位置づけられた受託事業

であり、担当の学習支援部としてホッとしているところです。 

 しかし終了したあと、もっと多くの受講者が参加して欲しかったと思い、

企画・運営に改善の余地があるのではないかと考えるのは私だけだろう

か。 

 そんな中、グループ討議を４回目の事例発表日に絞ったのは、受講

者に意識付け、積極的な発言を促がすための場を提供することなどに

役立ったようです。 

 受講者の一口メモに｢ボランティア活動に少し傾きかけています｣、「楽しい雰囲気で具体的な内容が非常にた

めになりました」などこの講座を評価する意見が多く寄せられています。 

講座が終わったあと、受講者の中から数人が入会希望されたのは「楽学の会」にとって喜ばしい。    

（学習支援部 鹿島健一） 

 

 

 

伊藤顧問 瑞宝小綬章 
 

叙勲おめでとうございます！！ 
 
伊藤俊夫当会顧問がこのたび「瑞宝小綬章」をご受章され 

 ました。 
この輝く栄誉を心よりお祝い申しあげます。 
ご健康にご留意のうえ、なお一層ご活躍されますことを祈念 
いたします。長年のご功績が広く認められたものと存じます。 
今後とも当会へのご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。 

代表理事 小林徹 
 

■養成講座 講師の方々  

伊藤先生 興梠先生 大久保先生 平沢先生 齋藤先生 
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平成２３年度あだち区民大学塾  第４ステージ 

◆◆講座開催案内◆◆ 
講座名 講師名 開催日時 

第３ステージ講座 

宇宙のなぞを 

調べてみよう 
会 場 

東和地域学習センター 

小林徹氏 
 元(財)無人宇宙実験システム
研究開発機構研究員 

NPO法人あだち学習支援ボラン 

ティア「楽学の会」代表理事 

足立区在住 

12月25日（日） 

全１回 

13:30～15:30 

★地球の誕生と太陽系の惑星の話、ロケット、人工衛星、宇宙船の話など。 

★参加者には人工衛星のペーパクラフトをプレゼントします。 

★対 象 ： 小学４年生～６年生（保護者同伴可） 
 

 

暮らしのなかの俳句 
～十七音の文芸～ 

 
会 場 

東和地域学習センター 

青山丈氏（俳人） 
足立区俳句連盟会長 

足立よみうり俳壇選者 

日本テレビ文化センター北千住

教室講師 

著書句集「象眼」他 足立区在住 

平成24年1月 
13日(金） 
20日(金) 
各14:00～16:00 
27日(金) 
10:00～12:00 

 
・1日目 千住のゆかりの俳人   
・2日目 季語について（兼題一句）  香煙の 先がみえずよ 初閻魔  丈  

・3日目 あなたの作品を添削 

 

やさしい 
「薬膳のはなし」 

 
会 場 

梅田地域学習センター 

田中桂子氏 
食育アドバイザー 

「薬膳を楽しむ会」代表 

NPO法人あだち学習支援ボラン

ティア「楽学の会」理事 

足立区在住 

平成24年1月 
24日(火） 
10:00～12:00 
31日(火） 
10:00～12:30  
実習あり 

★食物には独自の性質と、その持っている薬効性があります。 
 先人たちの大きな知恵で、病気予防と健康維持のために、食材のもつ真のチカラを学 
びます。 
・1日目 食が体を変える、食で元気になる。 
・2日目 楽しく作って、美味しく食べよう（実習） 

 

 

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。           （ボランティア活動推進部） 
申込先：事務局 電話・FAX 03-5813-3759（平日午後1時～5時）E-Mail：t3436s@yahoo.co.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あだち NPOフェスティバル 2011への参加 
2011年 11月 12日足立区役所中央館 1階、まず、オープニングに被災者の支援活動をする区

内 NPOによるパネルディスカッションから始まり、ステージパフォーマンスを観ながら活動し
たい NPO探し、活動中の団体ブース体験と PRタイムがあり、会場はほぼ満席状態で昨年以上
の賑わいだった。当会のブースにおいてもひっきりなしに来客者が訪れ、熱心な「講座」等へ質 
問や問い掛けがあり、関心の高さが伺えた。最後に大抽選会がフェスティバルを盛りあげて終了

した。                                   （金子勝治） 
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平成２３年度あだち区民大学塾  第３ステージ 

◆◆講座開催報告◆◆ 
声に出して詠む ー万葉集― 

10 月 4・11・16・25 日（火）４日間、講師に前江北図書館長石井清弘氏を迎え、

研修室３で行われました。受講生は延べ１３７名で室内は３人がけで毎回満員でし

た。「万葉集」の歌の詠まれたのは６２９年（舒明天皇即位）から７５９年（年月の明

らかな歌の最後の年）１３０年間４５０

０余首からなっている日本最古の和

歌集です。歌は万葉仮名といわれる

漢字で表記され、「巻頭の歌」は雄

略天皇、はるか奈良時代にさかのぼります。資料も豊富に用意され

ました。「講師の話が丁寧で分かりやすかった」「学生時代以降の

学びで、刺激がありました」「英語で読む万葉集を購入したところ

あだち広報で知り、楽しく勉強しました」「区民大学塾にはじめて参

加、皆様の熱意に圧倒され音読もよかった」などの声がありました。

また機会を作って欲しいという要望も強く、再開に努力したいと考

えています。                          （今野君江） 

 
一葉の生涯と本郷  ～縁（ゆかり）の街本郷を歩く～ 

10 月 14・21 日（金）の2回講座で、1回目は受講者 42名、文京ふるさと歴史館友の

会のボランティア渡邊征夫講師による講座が行われた。講師が準備された資料には、 

写真入りで一葉の短い生涯の生きざ

まが紹介されおり、家族、出会いの

人々の様子、住み家など詳細な講義によ

り、その世界に引き込まれるような感じで

した。2回目は、現地の文京ふるさと歴史

館友の会のボランティアに案内を頂き、本郷の街歩きによる現

地学習が行われた。受講者 36 名が 3 グループに分かれ、講座で

学んだ「一葉」の史跡をたどり、その息吹を感じさせる文京の地で

の街歩きであった。2 時間があっという間に過ぎてしまい坂道も疲れ

を感じないほどだった。多くの参加者から、また、現地学習との組

合せによる講座開催の要望が聞かれた。         （佐久間實） 

 

◆10月月例会報告 ～老後の自由時間はこうして過ごした～ 

10月の月例会は、10月27日（木）研修室3において、午後6時30分から開催された。出席者は17名であった。

はじめに、小林代表理事から挨拶と報告があった。 

 次に、「老後の自由時間はこうして過ごした」というテーマで、当会相談役の市川茂敏氏からお話を頂いた。あ

だち区民大学「生涯学習ボランティア養成セミナー」を受講し、楽学の会の結成に参画、桜美林大学オープンカ

レッジ「生涯学習ボランティア養成講座」を受講、ＮＰＯ法人「学びサポート研究会」の結成に参画、社会教育施

設ボランティアの活動に参加、生涯学習講座の講師を経験

するなどの活動を継続してきた経験から、きちんとした目標

を立てて、進んでいくことが大切である、と述べられた。 

次の言葉を格言として進呈する。 

①「人は年齢で老いるのではない。理想を失った時に老い 

るのだ」（サミュエル・ウルマン） 

②「目標のない人生は、人生じゃないぞ」（城山三郎著「静 

かに健やかに遠くまで」） 

 

（ボランティア活動推進部） 

東大赤門前にて 



4 
 

 
 
  平成 17年 2月に「足立区文化・産業・芸術新都心構想」が策定されて以来、3つ大学が開校、さらに 24年に東

京電機大学が開校予定であり、1 万人を超える教職員が揃うことになる。こうした時代の変化と大学等の協働を目

指し、足立区全体の地域力とイメージアップを図り、千住を中心とした新たな構想Ⅱが策定され、これらの展開・実

現に結びつくものと考えられる。これら都市像（新都心構想）を造り出す核となりうる大学とその周辺の今昔につい

て以下に探訪した。 
 
東京芸術大学千住キャンパスを訪問 この辺りは江戸時代、茶屋・飛脚宿・荒物屋などがあったといわれている。

そして、千寿小学校の跡地に 2006 年芸術大学千住校開設・千住キャンパスとなる。訪問したのは夏期休暇中だ

ったので学内の様子は拝見できなかったが、事務長から話を伺うことができた。本大学は、唯一の国立総合芸術

大学として 120 年の歴史があり、音楽・美術・映像の新領域を開拓し続け芸術と伝統と革新を追求体現している。

千住キャンパスは、大学院音楽研究科音楽文化学専攻の一部と音楽学部・音楽研究科・音楽環境創造科があり、

また、アートリエゾンセンターも設置されている。この学科を卒業した学生は、新しい芸術創造や運営の現場はもと

より社会全般で活躍が望まれている。足立区で様々な形の芸術活動が展開されています。 

   
 東京芸術大学千住キャンパス               ミリオン座の跡                      帝京科学大学千住キャンパス本館 
 
千住にあった映画館跡を訪ねた かつて千住には映画館、劇場合せて二か所あった。その内で洋画専門のミリ

オン座跡地を探った。今、千住保健総合センターになっていて庶務係長、杉山氏の紹介で、6 代 160 年続く金物

店主、長谷川浩平氏にお話しを伺った。同店は千住仲町、旧日光街道に面している。ミリオン座の前は鈴幸商店

と言う米問屋であったと言う。先の戦争で一帯は丸焼けになったそうである。この辺りは江戸時代掃部（かもん）新

田と呼ばれた農耕地であったから幾多の歴史が綾なし今があるのだろう。 
 
帝京科学大学千住キャンパスを訪問 総務部の課長、係長にご対応頂いた。本大学の千住キャンパスは、隅田

川沿い、尾竹橋そばの元宿小学校跡地に建てられた本館のほか元宿神社を挟んで別に２棟がある。本大学は、

自然・医療・教育系の総合大学であり、現在学生数 1,600 名、生命環境学部、医療学部、こども学部があり、各科

の実験室等を拝見したが、実際に近い状態で再現された設備は素晴らしかった。また、足立区と連携して「地域の

皆様とともに歩む」をモットーとし、災害協定の締結など地域防災への協力や、公開講座の実施、図書館の開放な

どが行われており「開かれた大学」を目指した検討が進められていた。 

 この千住キャンパスが建設されたこの地には「千住火力発電所」があった

が、使命を終えた後は元宿小学校

にその地を譲り、シンボルであった

お化け煙突も解体され校庭の滑り

台となった。さらに小学校が廃校と

なったあと、本学に「お化け煙突の

モニュメント」として再生された。ま

た、本キャンパスを挟んで現在は

埋めたてられているが、隅田川の

水運の中継地と思われる北斎の浮

世絵にも描かれた元宿堰跡がある。 
 
東京電機大学・東京千住キャンパス 平成 24年開校を目指して目下建築が急ピッチで進んでいる。北千住駅
東口、日本煙草産業の跡地、旭町５２番地外、敷地面積26,200平方㍍。神田錦町の約2.5倍。錦町キャンパス機

能全部を移転（工学部、工学第二部。未来科科学館、関連大学院等。）収容学生数約5,000名。中央に道路を挟

み４号館からなる。１号館の1,2階には地域開放のホール、ラウンジ（カフエ）等がある。物作り大学として区内中小

企業との技術研究、太陽光発電など区との共同開発等、本校の移転は人の流れを呼び、区の将来の活性化に大

いに寄与する事となる。                                    （安藤、今野、神戸、佐久間） 

東京電機大学千住キャンパス お化け煙突モニュメント 

学びのエリア再発見～「駅シリーズ」  第三回北千住地域「昔・今 そして未来へ」 
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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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運営委員会だより  

平成23年11/1運営委員会の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）10/27 鈴木地域文化課長を訪問。24 年度あだち

区民大学塾計画等を説明し変わらぬ支援をお願

いした。  

2）大学塾は本年度17講座開催が決定あと11講座の

開催に会員の協力をお願いする。 

3）緑川元事務局長を偲ぶ会を 24 年 1 月～2 月末に

実施する。担当を鹿島・原田両氏に。 

4）瀬田事務局長が当分の間会の活動が出来ないた

め、局長職務は代表が代行し、事務全般は局員全

員で行うこととする。  

２．23 年度中間報告（各部局事業実施状況報告） 

  上期収支報告では震災等の影響で開催講座が減 

少し、厳しい状態であるが今後はもち直す予定。 

３．他団体との交流会等について 

 1）第 2 回あだちＮＰＯフェスティバル11/12 実施 

 2）八王子生涯学習コーディネーター会との交流会 

11/20（日）14:00～（ボラ活部） 

 3）すみだ学習ガーデンとの交流会 12/15。 

（ボラ活部） 

４．あだち区民大学塾 

 1）講座検討会議 12 月 13 日に開催予定 

 2）講座企画会議 12 月 5 日に開催予定 

５．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＞  

・11 月の月例会「第 2 ステージ講座の振返り」およ

びディスカッション。 

・「男たちのボラ 2012」運営委員会開催。 

＜広報部＞  

  ・ニュース 169 号11/29、170 号 12/26 発行予定。 

  ・12/1 メルマガ発信、HP更新予定。 

＜事務局＞ 

・現在、実施のパソコン講習会の原田氏、神戸氏 

に講師謝礼をおくる事としたい。 

・12 月開催講座の講師住所等を至急事務局へ。 

６．その他：1～3 月までの部会予定を事務局へ。 

      （江川武男） 

 

各部局、日程等は「楽学インフォメーション」を参照  

蘭奢待 (らんじゃたい) 
  先日、正倉院展と京都御所一般公開へ行ってきました。奈良はあいにくの雨でしたが、人出
の多さにびっくりしました。毎年秋に行われる御物の公開は虫干しを兼ねた催しで、今回のメ

ダマは「蘭奢待」です。 
 

        
       蘭奢待 (Netから転載)           奈良国立博物館は長蛇の列             京都御所=紫宸殿を望む 

   
蘭奢待とは、インドシナ半島の山地で採れる沈香と呼ばれる高級香木の別名で、正倉院の場合 
長さ 1.2m 最大の太さ 30cm弱のサイズです。その芳香に魅せられるのでしょうか、木片を切
り取った跡が多数あります。写真に見える付箋では、右が織田信長、その左が足利義政、左が

明治天皇が切り取った跡だそうです。 
  東大寺の正倉院は、東大寺の大仏を建立した第 45代聖武天皇が生前に集めた宝物の数々を、
奥さんの光明皇后が一ヶ所に納めた倉庫で、中のお宝は全て天皇家の物です。また御物の 90%
は国産とのこと。なお｢蘭奢待｣の文字の中に｢東大寺｣の文字が隠されています。ナ～ルホド！  
 京都御所の一般公開については別の機会に。                                   (神戸明) 
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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： 

「時間を上手に使いたい人のお手軽時間管理術」 

①日 時：1 月 15 日（日曜日）午後 1 時半～4 時 

②場 所：生涯学習センター 5 階 研修室 1 

③受講料：一般 ７００円 高割・障割 ４９０円 

④内 容：時間を管理することの大切さは誰もが感じて 

いますが、実際にやってみると長続きしないことが多い 

ようです。シンプルで効果的な時間管理術について定 

評のある講師が、手軽にできて効果的な時間管理のノ 

ウハウを教えます。 

⑤講 師：水口和彦氏 

（ビズアーク時間管理術研究所） 

申し込みは生涯学習センターへ 

  電話（03－5813－3730）または直接窓口へ 

 

■第 20 回全国ボランティアフェステバル TOKYO 

に参加して 

11/13 分科会 23 地域の絆を結び直す～「消えた

高齢者問題」・孤独死を超えて～に当会から４名参加

しました。 

消えた高齢者問題のきっかけを作った足立区の安

藤元民生委員のお話等で「縁」を「あるもの」でなく

「結び直す」「つくる」ものであるという「想い」を共有で

きた有意義な交流会でした。昔の人が言った「向こう

三軒両隣」という言葉を思い出しました。 

◆コーディネーター 

鈴木光尚氏（NPO 法人足利の風 理事長）  

◆登壇者 

 安藤順子氏（「消えた高齢者」問題の 

きっかけをつくった足立区の元民生委員） 

中沢卓実氏（「孤独死ゼロ作戦」にとりくむ 

松戸市常盤平団地自治会 会長）  

◆会場：青山学院大学 

参加者：岡田、今野、市川（道）、大藤の４名 

（大藤久子） 

 

 

 

 

 

 
 
 
○運営委員会 

12月 5日(月) 午後3時～5時  研修室3 

○月例会  

  12月月例会はお休みです。 

○学習支援部 

12月 6日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

12月 6日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

  12月 6日(火) 午後2時～4時 ワークルーム 

12月22日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

12月26日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

12月 6日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

12月27日(火)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  

12月13日(火)  午後3時～5時 ワークルーム 

○大学塾企画会議 

 12月 5日(月)  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 
12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 

今回は駅シリーズ第三回北千住地域「昔・今 そして未

来へ」を掲載です。足立区は広く、まだ知らない歴史に残

るところもあるでしょう。次回も期待したいですね。皆様の

ご感想と、身近な情報もお待ちしています。久しぶりにニ 

ュースの制作、「全国ボランティアフェステバル TOKYO」の疲

れも、ようやく取れてきました。ご参加の会員の方、有難う

ございました。                   （高見沢公彦） 

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 

・楽学ニュースではスペースの関係で十分お伝え 

できない点をHPでは写真など豊富に掲載してい 

ます。是非ご覧ください。 

・楽学メルマは12月初めに予定通り発行する予定 

 です。ご期待下さい。 


