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皆様、明けましておめでとうございます。会の発展と足立区の生涯学習推進のために１０周年

記念事業を開催いたします。１０年の活動を活かした情報発信の場にしようと準備を進めてまいりました。皆様の

参加とご協力をお願い申し上げます。                 (代表理事 早坂津夜子、実行委員長 小林徹) 

＜各チームリーダーからのメッセージ＞ 

◇第１部 基調講演チーム・第２部 パネルデスカッションチーム 学習支援部部長 鹿島健一 

あだち区民大学塾は平成１６年３月１７日に第１回目の講座として「こころで読み解く宮澤賢治」を実施して以来

この３月で合計１２３講座を数えることになりました。この度１０周年を迎え、会員・スタッフの一員として感慨深いも

のを感じます。私たちを取り巻く諸般の事情は、この事業維持にかなりのハードルを予想させますが、「苦（くる）楽

しい」を心の支えとして継続を期待します。 

◇第１部・第２部 ボランティア活動推進部部長 金子勝治 

10周年記念事業では「楽学の会」創立期より今までの歩みとして、10年を振返り今後のさらなる発展の礎となる

よう、多くの皆様からのメッセージや思い出の写真、懐かしい写真などをお待ち致して居ります。是非この機会に

楽しく集い、全会員の参加による、絆と盛り上がりを結集して成功させましよう。 

◇第３部 NPO 法人設立 10 周年祝賀会チーム 事務局長 江川武男 

会員の皆さん、ＮＰＯ法人設立１０周年を共に祝おうではありませんか！関係者の方々も来賓として多数お見

えになる予定です。歓談などの楽しいひとときを過ごしましょう！ 

皆さんの祝賀会への出席を心よりお待ちしております。 

◇NPO 法人設立 10 周年記念誌チーム 広報部長 田中国弘 

 広報部各メンバーのみならず、各部からの編集委員が 5 月の発行に向け、当日記念事業の報告、設立

10 年のあゆみをメインの紙面構成とし、資料収集、編集等にそれぞれが関わりを持って、楽しく皆の力

を結集して発行したい。皆さん、10 年の節目を記録することに立ち会える喜びを共有しましょう。 
 

あだち区民大学塾 特別講演会開催案内 
 

楽学の会 NPO 法人設立 10 周年記念事業の一環として、あだち区民大学塾特別講演会「あだち生涯学習

ネットワークフォーラム」を開催します。会員皆さまの奮っての参加をお願いします。 

開催日時：H25/3/17（日）午後 1 時 30 分～4時 15 分  会 場：足立区生涯学習センター4 階 講堂 

テ ー マ：あだち生涯学習ネットワークフォーラム ～学びの場を核とした地域の絆づくり～ 

第１部：基調講演 「生涯学習がつなぐ地域の絆」 

              講師：興梠 寛 氏（昭和女子大学人間社会学部教授）  

第 2 部：パネルディスカッション テーマ：「学びの場を核とした地域の絆づくり」 

コーディネーター：平沢 茂 氏（文教大学教育学部教授） 

パネリスト：鈴木章生氏（目白大学社会学部教授）    

鈴木伝一氏（足立区地域のちから推進部地域文化課長）櫟原文夫氏（NPO 法人千住文化普及会理事長）

荒 昌二郎氏（NPO 法人ふるさと学舎理事長）早坂津夜子氏（NPO 法人「楽学の会」代表理事）
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NPO 法人設立１０周年を迎えて 

   ～活動の楽しさを表現し、ネットワークの絆を結ぼう！～ 

興梠 寛 氏 
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足立区生涯学習センター 平野昌暁 所長 年頭挨拶 
 

明けましておめでとうございます。旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

本年もよろしくお願い申し上げます。 

平成２５年はＮＰＯ法人化１０周年とのことで、心よりお祝い申し上げます。私どもも指定管

理５年目となり、集大成の年となります。この記念すべき年に、互いに成長できるような、また、

区民の方に喜んでいただけるような協働ができればと考えています。 

貴会のますますのご発展と会員の皆さまのご多幸をお祈り申し上げます。 

◆各方面から年賀状を頂きました◆ 

★顧問の先生方：伊藤俊夫、斉藤哲瑯、崎山みゆき、瀬沼克彰、平沢茂の各氏 

★賛助会員：油井久仁子、竹内絹代、高柳仁恵、平木トミ子の各氏 

★生涯学習関連：足立区NPO活動センター、渥美省一、 

岩間菜央（荒川教育員会）、武腰裕子（荒川コミカレ受講生）、鈴木伝一、 

全国生涯ﾈｯﾄﾜｰｸ事務局、新田地域学習センター、中川美知子、 

北島一弘（足立区青少年委員会）、中川和郎（八王子生涯学習ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

松葉谷温子、松本すみ子、札幌市生涯学習振興財団の各氏 

★あだち区民大学塾講師：青山丈、荒昌二郎、小川美紀、石渡博明、 

櫟原文夫、木元栄子・跡部蛮、後庵正治、近藤直子、外山義也、程波、堀口菜純の各氏 
 

 
 

平成 25 年を迎えて 

小林徹 

今年は楽学の会 NPO 法人設立 10 周年の節目の

年、また自分にとっても会員になってから 10年目にな

る。あっという間の 10 年で、年の流れの速さを知る。 

巳年について調べてみた。中国の歴史書『漢書』

（かんじょ）によると「已」（い:「止む」の意味）で、草木

の成長が極限に達した状態を表しているとある。楽学

の会も実りの年になるよう期待する。 

また、自分の平成 25 年の星は「七赤金星」（しちせ

ききんせい）、運勢は、「喜び事や楽しみ事に恵まれる

年、実り、物事の完成を強く表わす年です。」とあった。

そのようになるには努力が必要。世の中は変化してい

る。充実した年になるよう頑張りたい。 
 

2013 年を想う 

原田進 

先ずは３月の楽学の会 NPO 法人設立１０周年記念

事業への参画。その次は後期高齢者となる手始めに、

身辺の整理の開始。果して何が出てきますやら「従身

語意之所生（じゅう しん ご い し しょ しょう）」。 

今年も元気に楽しく。 

 

 

 

 

 

 

新年を迎えて 

今野君江 

 今年が、希望に満ちた明るい年であることを祈りま

す。また、「楽学の会」の発展と新たな展望が開ける年

であることを願わずにはいられません。「会」の開催す

る会合にでればなんだか楽しい雰囲気があり、でたら

楽しかった。そんな、雰囲気つくりに参画したい。 

そして、迎える 10 周年事業が、飛躍に向けての事業

であることを祈ります。  

 

２０１３年を迎えて 「出会いの大切さ」 

市川茂敏 

長い人生には、数え切れない大切な出会いがあ

る。 

働いていたときには、上司、先輩、同僚等との出会

い。リタイアして生涯学習活動をしている今は、活動を

通しての出会い。指導を頂いている瀬沼先生など諸

先生、団体・グループ等で活動されている方々との出

会いは、活動のヒント、やる気や勇気、情熱などを頂く

「得難い出会い」だ。 

残り約２年で平均寿命（男性；79.44 歳）に並ぶ余生

を、得難い出会いを心の宝物として今年も歩んでいき

たい、と思う。      
 
 
 

2013 年を迎えて、会員のメッセージ 
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新年に思う 

安田善英 

大学の終了報告書に『古事記』を選んだ。神話の

部分を読んでみて、神の心理的特徴は、現代人と変

わらないと思った。 

先進国である日本が、国際社会の中で協調して活

動していくためには、他国の神話との違いを説明でき

る必要があると思った。 

これを契機に今年は日本の古典に少し挑戦してみ

ようと思いました。 
 

新年に向けて 

田中桂子 

今年もよろしくお願いします。 

「健康で過ごせる」を目標に、やりたいこと、やれること

を見極めて、ゆっくり夢の花が咲けたらいいなと夢を

見ています。いただいた新しい“人”と“モノ”のご縁を、

大切にして今年もいろいろ関わっていきたいと思って

います。   
 

明けましてお目出とうございます。 

鹿島健一 

 平成２５年巳年は、私にとって６回目の干支になりま

す。巳（蛇）は気持ち悪い姿が故に人々から忌み嫌わ

れるようですが、むしろ古来崇拝の対象となって神話

や伝説などに登場します。因みに私の家族には、９６

歳になる母、私、小学５年の孫娘の３人も巳年がいま

す。幸いにして何れも健康、重い病気に罹ったことが

ないのは蛇に護られているのかも知れません。 

 私は昨年の７月特定健診で血圧が１９２になってビッ

クリ、医者からはこのまま放置すれば狭心症から心筋

梗塞になると驚かされてかなりなショックを受けました。

その後適切な治療と好きなゴルフさえ休んで安静にし

た結果元の健康を取り戻しました。蛇のお陰かも知れ

ません。 

 本年も宜しくお願いします。 
 

平成２５年の抱負 

           喜多村政夫 

 信長は、『人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢

幻の如くなり』との一節を謡い舞い、出陣したが、平均

寿命が延びた平成の世では人生８５年と考え残る１８

年弱に何を残したいのか、色々と悩む。 

 考えてみれば、流されるままに生きてきた。湯川秀

樹さんに憧れて物理を専攻したが、それ程の知もなく、

漫然と就職した。会社では一から指導を受け、それな

りに仕事をこなしてきたが、結局、大成はしなかった。 

第二次世界大戦という時代を潜り抜け、精一杯生き

た父母に恥じぬ人生を全うするにはどうすればいいの

か、今年一年、悩んでみる。 

運営と活動の充実感をめざして 

金子勝治 

平成時代に突入し社会も高度成熟化する中で、リ

タイヤ族は心の豊かさや生きがいなどを、新しい知識

や技術の習得を通して多様に求めており、今、生涯

学習に対するニーズはより一層の高まりが感じられま

す。 

区民の意識をリサーチしながら、我が会だけにしか

出来ない、より質の良い講座の企画、運営と活動の充

実感をめざして、なお一層の工夫と力を注いでいきた

いと思います。なお、本年(24 年度)は、NPO 法人「楽

学の会」設立１０周年記念事業が 3 月に開催されま

す。 

本事業は会員の全員参加の団結力で成功させる

べく、ボランティア活動推進部の皆様においても、是

非、参画頂きたく宜しくお願い致します。 

笑顔に満ちた一年に 

岡田スミ子 

明けましておめでとうございます。 

暮れに政権が交代し、新しい巳の年を迎えた。蛇に

関する故事やことわざが色々ある様です。「蛇足」は

余計なことを言う意味に使われ「蛇（ジャ）の道はへ

び」は同じ仲間がやったことならすぐに分かってしま

う。 

また「蛇穴を出づ」は冬眠していた蛇が春の訪れと

共に這い出る等があります。今年は１０周年記念行事

を春に控え、明るい春の日差しがより多くの会員に注

がれ積極的な活動参加で更なる飛躍の年となり笑顔

に満ちた一年でありたいと願っています。 

 

喜寿を迎えて 

佐久間實 

普段、敢えて年齢のことを意識しないようにしていま

したが、いつの間にかこんな歳になったことをあらため

て実感させられています。「楽学の会」入会して３年、

サラリーマン時代には考えられない人とのコミュニケ―

ションの楽しさを覚えました。また、相手の話をよく聴く

ことが大切であることも教えられました。 

「楽学の会」としては丁度１０周年を迎え、その道の

りを振り返ると先輩・仲間の方々の活動実績の素晴ら

しさをあらためて認識しているところです。当会のさら

なる発展に向けて微力ながら努力していきたいと思い

ます。 
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新しい年を迎えて 

 大藤久子 

年齢と共に歩くことが、もどかしく、すぐに自転車、

バスで行動してしまい、運動には程遠い様に思いまし

た。今年は身をあらため増上寺に行き、一年の祈願を

して「体力軸」を作りたいと思い、会の皆様に迷惑をか

けない様、活動して行く思いです。 

今年３月は１０周年行事も有り、多くの参加者と楽し

く語り、健康に注意し、楽学の会のより活発化へチャ

レンジして参りたいと思います。 

 本年もよろしくお願いします。                             

 

「皆で」楽しく情報発信 

田中国弘 

広報の 3 本柱である「ニュース」「HP」「メルマガ」に

共通するものはいかに「皆で楽しく情報発信」するか

であることは言うまでもない。しかるに10周年を迎え現

状に立てば、いかに「皆で」を深化させ、会員の関わり

を多くするかである。固定化、マンネリ化を脱し、干支

の巳に因み「脱皮、再生」で、更に「皆でかかわれる広

報という舞台」の充実に皆さんと楽しく取り組んでいき

たい。 

 

巳年に思うこと 

           尾島美津江 

  今年は自分にとって何回目かの、巳年の年です。 

昔は、いいえ大昔はこの年齢の方はお年寄りと言う感

覚であったがいざ自分がその年齢に達したらそのよう

な自覚は少ない。いつの間にと思う、あっと言う間であ

る。気持は若くても身体のほうは着実に下降ぎみであ

る。普段あまり年齢のことは、気にしないほうだが体調

が悪くなると、意識せずにはいられない。 

 さて、巳年の本年は何か些細なことでも、やりとげた

と言う達成感をあじわいたいと思う。何か？と言うと、こ

れは云わぬが花。こころに秘めておこう。 

 

 

平成２５年を迎えて 

                           相馬義人 

＊ 健康第一を目指します。 

＊ 多くの会員の参加協力により 

３月１７日｢楽学｣１０周年事業の 

成功を祈ります。 

＊ 若い世代との交流、入会者の確保 

と親睦を期待します。 

 

 

 

 

 

 

「聞く力」と傾聴ボランティア 

齋藤龍男 

 正月に阿川佐和子氏の『聞く力』を読んだ。 

100 万部突破！年間ベストセラー第１位とある。インタビ 

ュアーに対談の相手が心を開くコミュニケーション術を

35 のヒントに纏めて披露している。これを読んで考えた

のは「傾聴ボランティア」のことである。 

こちらは「聞く力」ではなく、熱心に注意して相手の話

を「聴く力」が求められる。しかし、「聞く力」の 35のヒント

は、傾聴ボランティアにとって大いに参考になると感じ

た。今年は「傾聴ボランティア」について勉強してみよ

う！！ 
 

ＮＰＯ法人として１０周年の節目を迎えて 

 市川道子 
  会は今年、ＮＰＯ法人として１０周年の節目を迎え、

増々、実践力と協力が求められていると感じていま

す。 

私も入会７年目に入り、日々、体調管理を第一とし、

地域住民としての活動を一歩ずつ前進させたいと思

っています。 

巳年の今年、個人的な脱皮は来年にお預けとなり

そうですが、会員の皆さまと共に「学びたい人のため」

微力ながら、ボランティ活動を続けて行きたいと願って

おりますので、ご指導の程、宜しくお願い致します。 

 

生涯学習のよろこび 

                   福田哲郎 
定年後は「キョウヨウ」と「キョウイク」が大切だと先輩

から教えられました。「教養」ではなく「今日用がある」、

「教育」ではなく「今日行く所がある」の意味で家にい

るのではなく外へて多くの人と接することが大切の意

味です。 

楽学の会に出会い 多くの方と知り合いともに講座

を企画・運営していくことはとても楽しくやりがいがあり

ます。 

私も昨年後半より大学塾の企画に参加して充実感

があります。今年も皆様と一緒に新しい講座企画に参

画していきたいと思います。そして自分も学び続けて

いきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

足立区民大学熟第 4ステージ開催報告 

■新田地域学習センターとの協働講座 

今、なお、輝き続ける「宮澤賢治」の世界 

平成２５年１月１２・１９・２６日（土）午後２時から新田センターにて３回に分

けて講師に赤田秀子氏をお迎えして実施した。 

６月に実施した同じテーマの講座、しかも会場は交通の便が今一つという

条件で果たして定員３０名が集まるか懸念されたが、３５人の応募があり、実

際には延べ６０人（有料受講者２２人）が受講された。講師の人柄から滲み出

る熱意と熱心で宮澤賢治が大好きという受講者に支えられて素晴らしい内容

の講義が展開された。 

３回目には講師の友人という受講者が童話「虔十公園林」（けんじゅうこうえんりん）の朗読があり、また飛び入り

で「精神歌２」をみんなで歌うハプニングもあり楽しい講座だった。 

１５名から頂いたアンケートは総じて好評な意見が多かった。 

（一部抜粋） 

○資料も豊富で説明も丁寧、講師が素晴らしかった。 

○知らない事ばかりで毎回楽しかったです。 

○先生が宮澤賢治を大変愛しているのが伝わって来て内

容も充実していると思いました。 

○賢治の文学の特色を知ることが出来ました。 

                             （鹿島健一） 
 

◆ 目白大学「第５回地域フォーラム」に参加  

「観光で地域を盛り上げる」 ～市民の力をどうつなげるか～ 
 

  目白大学公開シンポジウムが H25/1/12（土）開催。早坂代表理事と岡田の２名が参加した。第１部の学生によ

る事例報告は、郊外論等若者の視点での発想に面白さが感じられた。 

第２部はコメンテーター大久保邦子氏（当会顧問）と歯切れの良い鈴木章生教授の

司会進行によって「観光で地域を盛り上げる」～市民の力をどうつなげるか～を観光

庁次長より「日本の観光地域振興策と現状課題」と題し基調講演が行われた。 

続いて地域の活性化や様々な魅力を紹介する冊子とマップを作って閲覧しイベン

トを実施、街に活気を取り戻す試みを市民中心に行っている団体の事例報告があっ

た。今回の受講から「楽学の会」にも繋がる学びとして 

有意義な研修であった。 （岡田スミ子）                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写
真
左
よ
り
、
鈴
木
章
生
教
授
、

大
久
保
邦
子
氏
（
当
会
顧
問
） 
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学びのエリア再発見～「駅シリーズ」   第十回・・・綾瀬地域（その1） 
1. 綾 瀬 駅  住 所 ； 綾 瀬 3-1-1 ： 電 話

03-3606-1576 開設：1943（昭和 18）年 4 月。一

日の乗降客：約 434,000 人（ＪＲと合算）。東京メト

ロ千代田線（東京地下鉄（株））代々木上原、綾

瀬間全線開通は 1978（昭和 53）年 3 月 31 日。 

 

2.旧綾瀬駅と江北高校 常磐線綾瀬駅が開設 

されたのは昭和 18 年 4 月。今の駅より西側綾

瀬川左岸近くにあった。昭和 15 年 4月に当時

の東京府立第 11 中学校（現在の都立江北高

校）が港区青山の仮校舎から五兵衛町（現在

の西綾瀬四丁目）に移転してきた。当時、綾瀬

駅はなく、電車通学の生徒は東武線の五反野

か小菅で下車していたが、運転が不規則なた

め、北千住駅から３キロの道を先生や生徒は

駆け足で始業にやっと間に合うことも度々であった。

そのため学校は、不便解消のため鉄道省に陳情を

繰り返し、北千住と亀有駅の間に新駅を開設ほしい

と運動した。当時の学校から鉄道省に約三百回も

陳情し、他の関係役所へも連日陳情懇願のために

奔走した。そのおかげで、昭和十八年四月、綾瀬

駅が開設された。しかし戦時中のこととて資材が欠

乏し、駅舎は杉板を貼っただけのバラック小屋並み、ホームは廃物の枕木を並べた

たけで屋根もない吹きさらしだった。当時常磐線は上野―取手間が電化されたばか

りで、3 両編成の電車が走っていた。綾瀬駅を利用するのは 11中の生徒くらいしか

いなかった。枕木を並べただけ、駅舎はバラック建ての粗末なものであったが、 

学校としては大いに喜んだ。（創立七十週年記念誌より一部を参照）なお、なぜ青山から移転したかこれを地

元の古老その他に聞いたところ戦争による東京から地方への学童疎開が始まっている時期で学校そのものを

安全な場所に移したいという方針があったようだ。というがこれらの情報は定かでではない。  

 

3.綾瀬駅周辺の発展の歴史 

綾瀬地区 駅周辺を探っていくと、その地区の発展の様子や複雑に入り組んだ地域の変化の様子が見えてく

る。特に、地理的には足立区東南部に当たる綾瀬地区は、江戸時代には綾瀬と

いう地名はなく、その後も綾瀬と言う地名がいったん消えたという記録が浮かび上

がってきた。そこで、足立の歴史を追いかけながら綾瀬地区の発展の様子を辿っ

て見ることにした。 

新田開発の政策 慶長 8（1603）年幕府が開かれ江戸が政治の中心となった。

当時足立周辺は、下町の低地であり湿地帯であった。また、利根川・荒川などの 

大きな河川が流れ、中心地の江戸も含め度々水害の被害に悩まされていた。 

  幕府は河川の改修に取り掛かり、利根川を東遷させ、荒川は入間川に移して江戸を水害から守ると共に、足

立区域については、見沼代用水・新綾瀬川を開き農業基盤を整えた。そして、「新田開発の政策」がとられ、神奈

川や八王子、埼玉からも人々が入植した。大消費地江戸近郊の地の利を生かし、米・野菜などの農業生産に励

んだ

穀倉地帯 東南部に位置する低湿地帯であったこの地区は穀倉地帯として農地に生まれ変わった。その後、 

幕末を経て、明治 22（1889）年 5 月 1 日に自冶法「市制町村制」により足立は、一町８ヶ村に統合された。この時、 

昭和 18 年綾瀬駅開設・府立 11中生

現在の江北高校 

旧綾瀬駅跡（ガード下） 

現在の綾瀬駅東口 

伊藤谷橋付近の地図 

綾瀬神社（旧伊藤谷村鎮守） 

昭和 19 年頃の江北高校 

旧綾瀬駅跡（ガード下） 
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東京府南足立郡綾瀬村が成立。合併したのは、次郎左衛門新田・弥五郎新

田・五兵衛新田・伊藤谷村及び保木間村飛び地などである。江戸時代には

「綾瀬」という地名はなかったが、この明治22年の町村制施行の際、江戸時代

から綾瀬川と深い関わりをもっていたことから、綾瀬村と名付けられ、はじめて

この地に「綾瀬」という地名が登場した。しかし、昭和 7（1932）年 10 月 1 日南

足立郡が東京市足立区となり、大字単位の町名が定められたため、地名とし

ての「綾瀬」は一旦消滅となった。 

綾瀬の成立 その後、昭和 40（1965）年 5 月 1 日、伊藤谷本町・伊藤谷 

東町・普賢寺町・北三谷町・五兵衛町の 1 部地域に住居表示が実施されて，綾瀬 1～６丁目が成立した。なお、

昭和 18（1943）年には綾瀬駅が開業している。現在、綾瀬地区は戦後土地区画整理事業が比較的早く進められ

道路が整備され、駅周辺には都立東綾瀬公園や東京武道館などがある。また、駅前には大型商業施設や商店

街が並んでいる。このように駅は周辺を探っていくと計り知れない背景があることを知り感慨深いものがある。 

※文中一部ブックレット足立風土記⑥及びフリー百科事典「ウイキぺディア（Wikipedia）」から引用。 

 

4.東綾瀬公園と東京武道館  

 綾瀬駅東口北側右手前方に東綾瀬公園（鳩公園）が見える。これが逆Ｕ字

形をした都立東綾瀬公園の入口である。東綾瀬１～３丁目、綾瀬3，5，6丁目、

谷中１丁目の面積 15.8 ヘクタール延長約２㎞の総合公園である。 

 この公園は、戦争中に、通称「防空緑地」として、昭和 18 年に「東渕江緑

地」として昭和３２年「東淵江公園（総合公園）」として都市計画が決定された。

現在の東綾瀬公園の 1部を含むUR都市機構の 10階建ての住宅棟（パーク

タウン東綾瀬）が立ち並ぶ東綾瀬 3 丁目全域、東側の蒲原中学や蒲原神社

を含む東和 3丁目の 1部、東綾瀬 2丁目・綾瀬 5丁目にいくらかはみ出した

29.33 ヘクタールの広さであった。 

  しかし、昭和 30 年ごろからの宅地化の進展に伴い、北三谷土地区画整理組合、綾瀬土地区画整理組合、下

谷中土地区画整理組合による土地区画整理事業が行われ、緑地を維持しようとする東京都との交渉のなかで、

地域の住区基幹公園の機能を持たせるなどの理由から、現在のような形に変わっていった。 

 昭和 41年以降、先の 3整理組合から東京都が管理を引き継ぎ順次開園し、翌年「東綾瀬公園（建設省告示第

2423号）」（17.41ha）として都市計画が決定された総合公園である。園内には、サクラ、ラクウショウ、モミジバフウ、

ツツジなどが植えられており、季節感が味わえる。特にサクラの時期は家族連れで賑わい、住民の憩いの場とし

て親しまれており、平成 4 年度「足立区 60 景」の一つに選ばれた公園である。また 3 世代スポーツ公園として野

球場、テニスコート、武道館、温水プールなどを備えており、年齢を問わず楽しめる公園である。スポーツ施設の

中でひときわ目を引くのが、都立の東京武道館である。 

 

 東京武道館は、昭和59年10月「マイタウン東京 ‘85東京都総合実施計画」

において計画され、日本古来の伝統文化である武道を継承し、武道の普及振

興を図る目的で、東京都が初めて建設した本格的な武道主体の大規模体育

施設である。平成2年2月に開館した。建設地の決定については、（1）都内の

体育施設の配置状況をみると、足立区、葛飾区を中心とする地域には、大規

模な総合体育施設が十分ではない。（2）広大な敷地がある。（3）重い道具、長

い道具を携帯することから鉄道駅に近い。などがあげられた。（足立風土記稿 

地区編 6 綾瀬）東京武道館は、東綾瀬公園を北に向かって駅から 5 分ほど  

歩いたところにある。建築家六角鬼丈氏の「武道は芸術である」との考えのもと、

菱形を積み上げた外観は、「雲、海、山、人」をイメージして構築されている。平成 4年 3月に足立 60景のなかで

魅力ある建物の風景ベストテンの一つに選ばれている。また、平成24年8月リニューアルオープンし、“武道の聖

地”にふさわしい先進の設備・機能が整った。本格的な弓道場を持つ武道館は東京都において有数の規模を誇

る。また、東京武道館は、災害時の帰宅困難者を支援するため、都立学校と共に帰宅支援ステーションに指定さ

れており、平成 23 年 3 月 11 日には地震の影響による帰宅困難者受け入れ施設を開設し、水、トイレ、テレビ及

びラジオからの災害情報の提供を行った。3 月 17 日～4 月 24 日まで東日本大震災に伴う福島原発事故からの

避難者等の受け入れ施設を開設した。 

 （綾瀬地域その 2 として、古隅田川、八か村落し親水緑道、新撰組関連の記事を掲載予定）              

        （安藤、岡田、加藤、神戸、今野、田中（桂）、佐久間） 

 

東京武道館 

都立東綾瀬公園入口 

綾瀬稲荷神社（五兵衛新田の鎮守）
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みんなの

広 場 

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  
 

 
 

 

「しらねきよみナゥ」 

 立春とはいっても、まだまだ寒い日が続きます。会員の皆様にはお変わりなくお過ご 

しのことと存じます。 

私事ですが、昨年の夏、生まれて初めて４０日間入院しました。足の付根が痛く階段 

を駆け上れない状態が続き、このままでは仕事に支障が出るとの助言で、清水の舞 

台から飛び降りたつもりで手術をうけました。手術名は「人工股関節置換手術」。 

自分でも驚きでした。術後は麻酔薬の点滴のおかげか「なんとなく気分がすぐれない」感じ。簡単には動けな 

いけど、チューブに気をつけて頑張ってベッドから起き上がるよう、車椅子に乗って動くように指示されました。 

麻酔薬の点滴が終わると、寝ても起きても体中が痛いこと痛いこと。主人は毎日来てくれるけど、この痛さは 

代わってもらえない。たった１０分のリハビリが辛い。車椅子の次は歩行器、そして杖歩行を経て自立歩行と 

なりました。手すりにつかまっての歩行、３段しかない階段の上り下り、何でもない普通のことが 

できない自分の現状、健康であることの大切さを身をもって知りました。 

過ぎてしまえば何でもないことなのですが、リハビリの日々は自分との葛藤でした。この経験を 

大切に、初詣は家族の輪と、健康をお願いしました。                  白根貴代美 

  

 

 

 

北十間川 

  世界最高を誇る東京スカイツリーが無事完成した。ご多分にもれず工事進行の 

合間に何度も見学をした。東武橋から見て写真を撮り続けたが、麓を流れる北十 

間川が気になりだした。この川は何処から来て何処へ流れつくのか。「川の地図 

辞典」で調べたら万治２（1659）年に開削され川幅十間延長 3.24kmとある。隅田 

川から旧中川まで、現管轄は墨田区と江東区の２区である。この川の橋全部を写真に撮ろうと思い立っ 

た。枕橋から小原橋まで 10 橋、完結したのは平成 24 年６月、小原橋は銘板が古くて橋名が読めないが撮 

ってみて盟友神戸明氏に送ったら見事再生してくれた。今回感じたのは自分の無知さでもあった。何故この 

川が一級河川なのか、是は源流が一級河川隅田川でそこからの支流、派流は全て一級河川で、管理は国 

交省が都に任せ更に区に任せる方針であるとのこと。北十間川の下には都営地下鉄線が走っていて堀さげ 

られない事、然しながら船から見上げる観光舟運も目下テストされているし、営業用としての実現も間近であ 

ろう。川は水質も浄化が進み川べりのテラスも着々作られて憩いの道となってきている。 

足立もかつては「千住小唄」に有るように川越との往来、綾瀬川舟運による花畑大鷲 

神社参拝等々「川の恵み」を受けていた。北十間川～区への舟運は工夫によっては可 

能である。                                          安藤寿

                   

                                          

（小原橋） 
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1 月 運営委員会だより 

平成２５年１月の運営委員会は７日（月）に開催された。

議事録を基に報告する。 

議 事 

1．早坂代表理事の報告及び提案 

１）年賀状の報告 22 通 

２）目白大学「第 5 回地域フォーラム」の案内 

開催日１/12（土）受付 事務局 鈴木章生教授 

よりご案内、会員研修とする。当会顧問大久保邦

子氏がコメンテータ－として登壇 

 ３）六町ミュ－ジアム・フロ―ラのイベント案内 

   1/12(土)13:30～ あだち区民大学塾講師竹石た

か枝氏講演会(源氏物語に関する展示) 

※地域文化課の依頼を受け当会で紹介、先着

30 名 講演無料、入館料 300 円(大人) 

 ４）府中市「悠学の会」会員研修バス旅行の件 

    開催日 3 月 5 日（火）10 時 30 分～12 時 

    (30 名来局予定)仔細はセンタ－打ち合わせ会

議で行う(1/16・2/13) 

 ５）２５年度センタ－受託事業について 

   ｢生涯学習ボランティア養成セミナ－｣の講座は

廃止の予定。今までのやり方、講師等を変えて

実施するかについてはセンタ－の方針も未定。 

受託講座のチラシの配布等広報のあり方･講座

の反省などプロジェクトチ－ムがリーダ－シップを

とる。次回2/9より実施の「エネルギ－の未来と私

たちの生活」には全力で対応する。      

２．情報交換 

  大田文化の森運営協議会との研修交流会 1/24 

  10 時 池上駅集合、会で一部費用を負担する。 

３．10 周年記念事業 1/16 16 時～リ－ダ－会議を

開催。講師への依頼状を発送する。 

４．月例会開催日時 

  前回、運営委員会に提案された、月半ばに開催し

ている講座検討会議の終了後に組み込む案を各

部局で検討した結果、提案どおり実施する。 

  ※2 月月例会 2 月 13 日 15：30～17:30 とする。 

５．あだち区民大学塾 12 月開催講座の現状 

1・2 月開催講座:今、なお輝き続ける「宮澤賢治」

の世界 新田地域学習ｾﾝﾀ-との協働講座 

講師 赤田秀子氏 １/12・19・26 14 時～16

時 応募者 35 名 

「新島八重の生涯」 講師 あさくら ゆう氏 

 2/10・17・27 14 時～16 時 

６．各部局の報告及び提案 部会等開催日省略 

①学習支援部 1～3月に3講座実施。協力お願い 

②ボランティア活動推進部「大田文化の森」と交流

会を開催。参加を歓迎。1/30 18時より新年会開

催。参加を歓迎。 

③広報部 楽学ニュース、HP 更新、メルマガ 

更新は予定通り 1 末および 2/１に実施、運営委

員は「新年」「10 周年」について楽学ニュ－ス掲

載原稿をお願いする詳細別途連絡する。 

④事務局 新年会の案内状、区役所および学習セ

ンタ－に届ける。「あだち生涯学習ネットワークフ

ォーラム」チラシの確認、区制 80 周年記念事業

マークの使用、および受託事業講師の紹介につ

いてお願いした。また、地域文化課 25 年度構想

について意見交換を行なった。 

 ７．その他 

   ・理事会の開催について 

    2 月以降に開催を予定する。 

・次回の運営委員会は 2 月 8 日（金） 

           （事務局）

◆六町ミュージアム・フローラでの新春公演「源氏物語」を拝聴して 

  1 月 12 日、区民大学塾の講師でもあります、竹石たか枝氏の講座「源氏物語」を受講してきました。「やさしい

源氏物語」として光源氏を主人公に紫式部が書いたものと考える日記を屏風絵五十四帖の中から愛の物語、女

君たちとの繋がり等のお話をされる中。受講者 40 名の殆どが源氏物語に詳しく、先生と話のやりとりがあり楽しい

雰囲気の中終了しました。 

時間的な問題で先生は話足りない、受講生は聞き足りないという状況が伝わったのか館長さんが、竹石先生

は「あだち区民大学塾」で講演の時には数回かけて掘り下げて講演されていますと、区民大

学塾を伝えて下さいましたが、区民大学塾を知らない方が殆どで残念でした。 

会場の六町ミュージアム・フローラは、足立区の文化と芸術を向上させる目的で設立され

たそうです。                             

                         (田中桂子)
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生涯学習センターボランティア情報 
講座運営ボランティアを募集しています。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） 

◎ 講座名：放送大学連携講座 

「中国王朝の交代の歴史」 

①日時：平成２５年３月２４日・３１日（日） 

午後２時～３時３０分 

②会場：生涯学習センター５階 研修室１ 

③講演者：岸本 美緒氏（放送大学客員教

授・お茶の水女子大学教授） 

④定員：８０名 

⑤募集人員：４名程度（会場・受付・記録・

講演者接待・司会等） 

⑥集合時間：午後１時（研修室１） 

⑦開場：午後１時３０分 

運営ボランティア募集 

申込先 電話・ＦＡＸ：03-5813-3759 

    メール：齋藤（ボラ活部）

t3436s@yahoo.co.jp 

    事務局内掲示板申込書記入 

<生涯学習センター講座情報> 

◎講座名：『生涯学習センターで活動するボラ

ンティア入門講座』 

① 日 時：平成２５年３月２３日（土）  

午前９時３０分～午後４時  

② 場 所：生涯学習センター講堂、研修室 

③ 受講料： 無料 

④ 内 容：生涯学習センターで活動する

様々なボランティアグループの活動を

体験し、セミナー終了後はそれぞれの活

動に参加することができる。  

⑤ 講 師： ボランティア、センター職員 

申し込みは、生涯学習センターへ 

  電話（03－5813－3730） 

または直接窓口まで 

 

２月 月例会のご案内 

２月から月例会は講座検討会議 

（午後２時～３時半）終了後の開催となります！！ 

開催日：２月１３日（水） 

時 間：午後３時半～５時半 

場 所：生涯学習センター ５階 研修室１ 

テーマ：区民大学塾第３ステージ講座の振り返りと

フリーディスカッション 

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 

2月 8日(金) 午後3時～5時  研修室2 

○月例会  

2月13日(水)  午後3時半～5時半 研修室1 

○学習支援部 

2月 6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 

2月 6日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

2月 7日(木) 午後2時～4時 ワークルーム 

2月25日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

2月27日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

2月12日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

○大学塾講座検討会議  

2月13日(火)  午後2時～3時半 研修室1 

○大学塾講座企画会議 

2月 8日(金)  午後1時半～3時  研修室2 

○ホームページ,メルマガ企画会議 

2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   江川武男   電話 :03-3898-1542 
   E-Mail：takeo-wg@cj9.so-net.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 
皆様、明けましておめでとうございます。本年は、

会がNPO法人になってから 10年の節目を迎えま
す。会の活動成果とさらに躍進を願って 10周年記
念事業を会員総力を挙げて開催したいですね。 
「駅シリーズ」と称して足立区内の駅を中心とし

た地域の今昔を探訪しています。より多くの会員

の皆様のご参加を頂き、学びと親睦の場となれば 
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重要なお知らせ
・今月のHPも大学塾の講座開催案内、報告を初め交

流会、部会活動と会の活発な活動を外部発信して

います。是非「楽学の会」で検索下さい。 

会員ページID「guest」パスワード「haya0101」 

・楽学メルマは、予定通り２月１日に発行するべく

準備を進めています。ご意見・ご感想をメールで

お寄せ下さい。お待ちしています。 


