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NPO法人 あだち学習支援ボランティア「楽学の会」設立10周年記念事業 

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 － 

3月 17日（日）、NPO 法人設立 10 周年記念事業の一環として、足立区制 80周年を冠とし、足立区生
涯学習センターおよび足立区の共催のもとに、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」を開催しました。会場は生涯学習センター４階の講堂。第１部の基調講演、引き続き

行なわれた第２部のパネルディスカッションには招待者、一般区民、楽学の会会員を合わせて 100名を
超える参加をいただき盛況でした。これは、会員の PR努力が実った結果であったと思います。 
会員の皆さまには全員参加のもとに計画当初より、また、当日のボランティアとしての役割を担って

いただき成功に至りました。足立区および生涯学習センターとの調整、講師との折衝、会場の設営のた

めの準備等会員皆さまの協力により成し得ました。これからも会員の総合力を発揮して会の発展が出来

ると確信します。当日は、会員は３３名の参加のもとに運営されました。 

◆◆第１部：基調講演（午後1時30分～2時30分）◆◆ 
■私が変る、社会は変わる■「生涯学習がつなぐ地域の絆」‘Make a difference’と題し、興梠 寛氏
（昭和女子大学教授）の講演をいただきました。“学びを変える６つのチャレンジによりコミュニティに

変化を起こす”というものである。 
６つのチャレンジとは、 
①「ボランタリーライフを広げよう」→②「つながる生活しませんか? 」→③「縁結人になろう」→ 
④「アクティブラーニングのすすめ」→⑤「人と社会の『縁』を結ぶ拠点づくり」→ 

⑥「市民としての自立をめざして」ということである。 
講演は、参加者に大いに参考になったことと思います。               （小林徹） 

  

 

 

講師 興梠寛氏 基調講演 全景 

運営スタッフの記念写真 受付け 風景 
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◆◆第２部：パネルディスカッション 開催報告(午後2時45分～4時15分)◆◆ 
 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）  
 
はじめにコーディネーターの平沢茂氏より「楽学の会」の紹介を兼ねて今日のディスカッションの進

め方が説明され、パネリスト一人当たり１２分の時間が割り振られた。 
最初の発言者は早坂津夜子氏、「楽学の会」の生い立ちと現在の活動状況をパワーポイントを活用して

簡潔な説明があった。「会」の存在について大方の参加者にご理解が得られたようだった。 
荒氏、伝統文化・芸能と地域コミュニケーション、日本の伝統文化・芸能の継承、人と人とのつなが

りをどう再生するかについて語った。 
櫟原文夫氏、千住文化普及会を通じて千住のよさを発信、特に松尾芭蕉の足跡・おくのほそ道、最近

になって子供向け絵本あだちものがたり「槍かけの松」発行など紹介された。 
鈴木伝一氏、区政８０周年を迎えた今足立区が力を入れている「足立における絆づくり事業」に関連

して学びの場としての生涯学習センター等の後押し、学びの成果を活かす地域活動支援を説明、地域と

の係わりを強調された。 
鈴木章生氏、目白大学が立地する新宿区中井の地域に継続的に開催されている「染の小道」の活動を

紹介し、そこに係わる大学生と地域住民の交流の実体から、今、必要なのは年齢・職業・組織を超えた

ネットワークと相互信頼だ、と熱っぽく語った。 
それぞれが与えられた時間を有効に使いテーマに沿った発言を終了した後、参加者からの質問も含め

て平沢茂氏がまとめてディスカッションは終了した。 
（鹿島健一） 

  

 

 

コーディネーター パネリストの方々 

壇上風景 

質問者 

会場風景 
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◆◆ 祝賀会 ◆◆ 
 

 

平成２５年３月１７日（日）午後５時から生涯学習センター７階レストラン「さくら」で、江川事務

局長の司会により立食パーティ方式で開催された。出席者は６４名（内会員は２７名）であった。初め

に早坂代表理事から、これまでの関係各位のご尽力に感謝申し上げ、本日の祝賀会が交流の場として絆

を深め、未来へのステップとなることを願っていると挨拶があった。次に小林設立１０周年記念事業実

行委員長から平成２４年１月に実行委員会を立ち上げ準備してきた。関係各位のご尽力に感謝し、本日

の祝賀会が皆様の交流の場となるよう念願していると挨拶があった。次に鈴木伝一足立区地域文化課長

から、「１０周年おめでとう。生涯学習は楽しみながら人と人の環が広がっていくもので、２０年３０年

後の活動を激励する」との挨拶があった。更に近藤真司「社会教育」編集長から生涯学習をとりまく環

境は様々、これからの１０年が重要、新しい形ができるよう祈念すると挨拶があった。続いて大久保邦

子当会顧問の発声で“乾杯”。ご来賓の皆様と会員とが交流を深めあった。最後に中締めは鹿島理事でお

開きとなった終了後、３０名ほどの有志が、会場を変えて更に交流を深めた。 
（齋藤龍男） 

 

     
 

 
 

     
 
 

 

   
 

 

早坂代表理事 小林実行委員長 鈴木伝一氏 近藤真司氏 大久保邦子氏 

乾杯！  中締め 会を支える女性陣 

有志交流会 なごりりはつきねど、・・・ 
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24年度「あだち区民大学塾」18講座成功裡に終了！！  

 

平成２４年度「あだち区民大学塾」は３月１７日の特別講演会「あだち生涯学習ネットワークフォー

ラム」の実施をもって終了いたしました。１８の大学塾講座では受講者は延 1,768 名の多きに達しまし

た。 

本年の講座は４月から毎月１～２回のペースで実施、昨年のように大震災の影響で後半にしわ寄せさ

れることもなくて順調な運営が出来ました。 

足立区の区政８０周年と時同じく我々「楽学の会」法人設立１０周年記念事業を実施、多くの参加者

をお迎えし、内外にその存在を知らしめたのではないかと自負しております。会員各位のボランティア

精神を発揮し、知恵を出し合って「楽学の会」の発展的な永続を願います。 

 （学習支援部） 
 

No. 講 座 名 講師名(敬称略) 開催日 延人数 

1 生活習慣病との上手な付き合い方 Ⅱ 飯塚一秀 4/5(木)、12(木) 61 名 

2 大渕澄夫スケッチ講座 大淵澄夫 5/17(木)、24(木) 66 名 

3 今、なお、輝き続ける「宮澤賢治の世界」 赤田秀子 
6/5(火)、12(火)、 

１9(火) 
109 名 

4 合唱指揮者：近藤直子と楽しく学ぶ 近藤直子 
6/8(金)、15(金)、

22(金) 
253 名 

5 閑谷学校『あいうえお論語』を読む 須藤明実 
7/4(水)、11(水)、

18(水) 
111 名 

6 地球の仲間の星と宇宙のはなし 小林徹 8/4(土） 10 名 

7 やさしい「薬膳」のはなし 田中桂子 8/7(火)、14(火) 29 名 

8 
特別講演会 琵琶奏者日本一受賞者、 

櫻井亜木子『平家物語』を語る 

櫻井亜木子、大平光美、

梅屋喜三郎 
9/8(土）  172 名 

9 今日の俳句の源流「江戸の俳諧」 安藤義雄  

9/5(水)、9(水)、

10/3(水)、17(水)、

11/7(水)、21(水) 

203 名 

10 声に出して読む「万葉集Ⅱ 石井清弘 
10/16(火)、23(火)、

30(火) 
87 名 

11 大正ロマンの画家、竹久夢二 石川桂子 10/19(金)、26(金) 53 名 

12 うんちく！大江戸入門Ⅱ講座 大沢正明、堀口茉純 
10/27(土)、

11/3(土)、10(土) 
93 名 

13 白州正子と次郎その生涯 中島勝正  
11/10(土)、17(土)、

24(土) 
75 名 

14 
武家の政治と文化 

～文化財から探るその実像～ 
髙梨真行  

12/1(土)、2(日)、

8(土) 
52 名 

15 貝塚から知る文明の曙 増田光明  12/6、13、20(木） 53 名 

16 
今、なお輝き続ける「宮沢賢冶」の世界 

（新田地域学習センター協働講座） 
赤田秀子 

1/12(土)、19(土)、

26(土) 
60 名 

17 幕末を生きる新島八重の生涯と戊辰戦争 あさくらゆう 
2/10(日)、17(日)、

27(日) 
170 名 

18 

あだち区民大学塾 

特別講演会１０周年記念事業 

あだち生涯学習ネットワークフォーラム 

興梠寛、 

平沢茂、鈴木章生、 

鈴木伝一、櫟原文夫、 

荒昌二郎、早坂津夜子 

3/17(日)  101 名 

 
 
  
 
 
 

 

 
貝塚講座 大江戸入門Ⅱ講座 櫻井亜木子講座 近藤直子講座 
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 平成25年度受託講座 「元気な時に考える 住まいと食で健康長寿」 

開催案内と運営スタッフ募集 

生涯学習センターからの受託事業として、標記講座を開催します。会員皆さまの積極的な参加をお願い

します。 日程・テーマ・講師は下記のとおり。会場：足立区生涯学習センター研修室１、講堂 
回 日時 テーマ 講師 

第 1 回 5 月 10 日(金) 

午後 2 時～4 時 

高齢者が安心して暮らせる住まいとは 

～国・行政の方針をふまえて～ 

北村社会福祉士事務所 

北村弘之 氏 

第２回 5 月 19 日(日) 

午後 2 時～4 時 

これからの高齢者のこころの健康対策 

～もの忘れ外来における診断と治療～ 

東京医療センター神経内科 

森田陽子 氏 

第３回 5 月 24 日(金) 

午後 2 時～4 時 

食からつくる健康長寿 

～高齢者の食（栄養）～ 

女子栄養大学短期大学部教授 

岩間範子 氏 

第４回 6 月 4 日(火) 

午後 2 時～4 時 

高齢者が安心して暮らせる足立区 

～孤立ゼロプロジェクトの推進～ 

足立区地域のちから推進部 

絆づくり担当課 課長 

上遠野葉子 氏 

※運営スタッフを募集しています。 
申込先：事務局 電話・ＦＡＸ 03-5813-3759 

           Ｅ―Ｍail:t3436s@yahoo.co.jp（齋藤龍男） 
（ボランティア活動推進部） 

 

 

 

 

平成24年度第４ステージ あだち区民大学塾 開催報告 

「幕末を生きた新島八重の生涯と戊辰戦争」 
２月１０、１７、２７日の３回、講師に歴史学者あさくらゆう氏を迎え受講者延べ１７０名で行われ

た。幕末、会津藩の砲術師範の家に生まれた八重は、戊辰戦争に男装し銃を持って参戦したが敗戦、明

治に入り兄を頼って京都へ移り同志社大学の創始者新島襄と出会い、そして結婚。夫の死後は数々の福

祉活動につくし茶事を楽しみ晩年は、遺言書を作成し昭和７年８７才の生涯をとじた。 
１回と２回目の講義では八重が登場することは少なく、３回目京都に移ってからは新島襄との暮らし

ぶり、京都で初のキリスト教信者になり日清・日露戦争では篤志看護婦として救護活動をしたなどが語

られた。 
講座実施中に、岡山市で講演をした記録が見つかり八重が白虎隊の隊員に、鉄砲の打ち方をおしえ、

また白虎隊の悲劇を詳細に説明したと言う新聞記事が掲載された。 
受講者のアンケート 
○先生の話しは聞きやすく、八重の生き様を詳しく知る事ができた。 
○会津出身なので大変勉強になりました。 
○先生がとてもよかった、また聞いてみたいです。                （尾島美津江） 
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「府中市生涯学習ボランティア「悠学の会」来訪 

３月５日、足立区生涯学習センターへ府中市生涯学習ボランティア「悠学の会」の 27名の皆様が研修

に来訪された。研修の大きな目的は、25年度から府中市生涯学習センターに導入される指定管理者制度

に基づく運営に関する情報交換である。「悠学の会」は、施設ボランティアとして 8グループが其々の得

意分野を発揮しながら活動しておられる。当会もそうであったように、施設の運営者が全て入れ替えと

なる環境の変化は不安と期待が交錯し、体験者と情報交換の場を持ってみたいと考えるのも納得できた。

平野所長による生涯学習センター施設の案内や事業などの説明後、当会の活動に関する質疑応答には江

川事務局長と早坂が対応した。後日、「大変参考になったと感謝している会員が多々おりました。4月か

らの運営で新たな課題が生じた時はよろしくお願いします」と「悠学の会」代表者よりメッセージを頂

戴した。社会教育施設は、これからも大きな見直しの方向で加速していくと思われる。しかし、そこを

担い地域の絆で役に立ちたいと参集するボランタリィー精神の根付きは、これからも受け継がれていく

と思っている。広い視野で支え合っていきたいものである。 

（早坂津夜子） 

 

 

 

 

 
   

「荒川区コミュニティカレッジ活動体験講座（荒川区主催）」 

講座は、生涯学習センター研修室３で、３月１２日 13：30 から開催され、講師は「楽学の会」早坂代

表、「サエラ」小林会長の２人で、受講生１６名、カレッジ職員２名の計１８名であった。（事務局とし

て江川が参加） 

２団体の活動紹介は、パワーポイントにより説明し、その後３グループに分かれて質疑応答があった。

受講生は、既にボランティアを経験している人たちで、講師さがしは？、講座の企画は？、ＮＰＯ法人

のメリット・デメリットは？、など実践的な質問が多かった。 

後日、受講生より以下の感想があった 

・私も楽しく学んでいけるように一歩づつやっていこうと思いました。 

・地域のために、何か役に立ちながら自分自身のために、と思ってコミカレで勉強をしておりますが、

「活動の居場所を創り出せる人が長続きできる」をモットーにがんばっていきたい。 

隣接の荒川区の人達との交流の輪を、広げていきたいと思いました。 

（江川武男） 
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★ ３月 月例会報告 ★ 

１３日（水）午後３時半から研修室３で開催。出席者２０名。最初に、早坂代表理事から挨拶があり、

楽学の会が受章した「社会参加章」の紹介映像が「内閣府HP」に掲載されている旨報告があった。 

次に、第３ステージの各講座を振返り、コーディネーターから発表があった。「声に出して読む万葉集

Ⅱ」（原田進）、「大正ロマンの画家竹久夢二～恋の遍歴と芸術～」（今野君江）、「江戸検一級講師と学ぶ

うんちく！」（田中国弘）、「今日の俳句の源流『江戸

の俳諧』～知ることって面白い～」（田中国弘）、「白

洲正子と次郎その生涯～縁の武相荘」（安藤寿）、「武

家の政治と文化～文化財から探るその実像」（田中桂

子）、「貝塚から知る文明の曙～縄文のタイムカプセ

ル」（福田哲郎）。発表終了後「現地学習」について

活発な意見交換が行われた。次に、１０周年記念事

業の進捗状況の最終確認が行われ、最後に、各部局

長から最新情報が提供され閉会した。 

（ボランティア活動推進部） 

「運営委員会だより」 

平成25年3月の運営委員会は1日（金）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)生涯学習センターへ文部科学省生涯学習推進

課が視察（2/21） 

・インターン生と職員が「あだち区民大学塾」事

務局へ来局。 

2)府中市生涯学習センター「悠学の会」研修につ

いて 

 2月26日、生涯学習センター側と事前打合せ。

平野所長、早坂、江川で対応すると決定。 

3)荒川区教育委員会主催「荒川コミュニティカレ

ッジ活動体験講座」について（3/12） 

講師依頼：早坂、事務手続き等事務局対応。 

「サエラ」講師：小林会長 

4)月刊「社会教育」より原稿依頼の件 

  小林徹理事が執筆 

２．情報交換 

・府中市生涯学習 悠学の会 実施日3/5 

・荒川区、研修会 実施日3/12の予定 

３．１０周年記念事業について 

・配布資料 [招待者名簿、会員名簿（役割分担含

む）、一般応募者名簿、記念誌骨子案、当日次

第・役割に基づき打合せをおこなった  

・会員には、会員名簿（役割分担含む）、当日次

第・役割を配布し、協力をお願いする（メール

、郵送、ＦＡＸにて行う）。 

・記念誌の原稿依頼は、別途行う 

４．ＨＰ会員ページＪｉｍｄｏについて 

・前回に引続き、田中部長より、会員はアクセス

し、操作をするよう要請があった。 

・なお、日時は未定であるが、講習会を開催する

予定。 

５．平成２５年総会について 

・２５年総会は、５月１５日（木）１５：３０か

ら開催する 

・監査会 ４月２４日（水）、14：00～     

・理事会 ４月１日（月）および５月１日（水）、

開催 

６．各部局からの報告及び提案 

 ＊部会等の開催日については、省略する（楽学

ニュースに掲示） 

①学習支援部 

 ・大学塾のニュース掲載原稿、広報掲載原稿等

について、統括者・担当者・日時等について再

度整理する 

②ボランティア活動推進部 

・3/13(水)開催の月例会、皆さんの出席をお願い

する 

③広報部      

・楽学ニュース、ＨＰ更新、メルマガ更新は、予

定通り3/末および4/1に実施する 

・駅シリーズ、「綾瀬」は第３回を次回楽学ニュ

ースに掲載する 

④事務局    

・3/2 楽学ニュースを発送する 

７．その他 

・受託事業「エネルギーの未来と私たちの生活」 

・報告書の作成をお願いする 

・24年度事業報告、25年度事業計画を事務局に提

出の事 

次回の運営委員会は 4月1日(金) 15時～17時 

（研３）      以 上  
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 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：『高齢者のためのはじめてのワード』 

①開催日： 5月24日(金)、25日(土)、26日(日) 

           午前10時～正午 

②場 所： コンピュータ研修室 

③受講料： 4,800円（高割・障割あり） 

④教材費：100円 

⑤内 容：「サークルの案内」 や「挨拶ハガキ」

など、ワードを使うと手軽につくる事ができま

す。そのワードを基本から習いたい方のための

講座です。 

⑥講 師： 青柳 涼（パソコン講師・あおいろ

代表） 

※同日午後2時～4時 「高齢者のためのはじめて

のエクセル」も開催 

 

◎講座名：『歌声ステーション』 

①開催日： 5月12(日)午後2時～4時 

②場 所： 講堂 

③受講料： 500円（高割・障割あり） 

④内 容：昔懐かしい童謡・唱歌をうたうことで

、昔のことを思い出していただいたり、参加者

同士で思い出を共有しながら、心も体も元気に

なっていただきます。  

⑤講 師：瀬川千里(NPO法人童謡文化を広める会

代表、ピアニスト)  

 

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 

  

４月 月例会のご案内 
開催日：４月１７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２ 

テーマ： 
・第４ステージ講座の振返り 

（発表者：各講座担当者） 

・老後の自由時間の使い方に関する調査結果 

（発表者：市川茂敏相談役） 

 

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 

4月 1日(月) 午後3時～5時  研修室3 

○月例会  

4月17日(水)  午後3時半～5時半   研修室2 

○学習支援部 

4月10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 

4月 9日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

4月 5日(金) 午後2時～4時 ワークルーム 

4月24日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

4月30日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

4月 2日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

              （ニュース発送） 

4月16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  

4月17日(水)  午後2時～3時半  研  修室2 

○大学塾講座企画会議 

4月 1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 
4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 
今月もNPO設立10周年事業を中心に大学塾１８

講座の終了、他団体との交流等、充実した８頁の

紙面構成となった。 

特に10周年については184号では大学塾フォー

ラムの観点から編集を行い、5月発行の記念誌で、

記念事業の詳細とより多くの会員の活躍のほど

を伝える形で双方の役割分担を考え編集するこ

とになった。          （田中国弘） 

ホームページからの重要なお知らせ 

・楽学メルマは、４月はじめに発行する予定です。

・HP の会員ページにアクセスし、『jimdo（ジン

ド）  のページへ』をクリックして皆さんが直

接作成・編集ページへ入って試してみてくださ

い！！ 

・このページにおいてパスワード hayasaka を

入力しても入れない場合は上の欄の『会員のペ

ージ（ログインが必要です）』をクリックして

から再度パスワードを入力してください。 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 


