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平成2５年度第１ステージ 区民大学塾開催案内 
 

  

講座名： 

 脳に活力を与える両目で
見る万華鏡の世界 

講 師：島崎勝信氏 
グラフィックデザイナー 

(有)プリント・アート社経営 

2004 年国際万華鏡協会展・最優秀賞受賞 

開催日時：5月17日(金)、24日(金)  14:00～16:00 

開催場所：足立区生涯学習センター  研修室１ 

万華鏡を覗いてみると、そこには、果てしなく広がる魅惑の世界があ

ります。脳は心地よい刺激を受け、心が癒され活力が湧いてくる。心を

優しく動かす万華鏡の歴史と不思議を探ります。また、世界に一つしか

ない自分の万華鏡を作ります。  

 
講座名： 

大淵澄夫スケッチ講座 

千住の街並みを描く 

講 師：大淵澄夫氏 
建築イラストレーター 

解体・保存建物の建築画記録を行っている。 

「アトリエ-Ｏ」代表 

開催日時：6月6日(木)、13日(木)、20日（木）14:00～16:00 

開催場所：足立区生涯学習センター  研修室4 

千住の街並みを題材にして、スケッチの手法を学び、実際にスケッチ

に出かける。 
 

 
講座名： 

古文書講座 

中世古文書を読み解く 

講 師：髙梨真行 氏  

文化庁文化財部美術学芸課  

文化財調査官（足立区在住） 

開催日時：6月9日、23日、７月7日、21日、8月4日、8月25日（日） 

14:00～16:00 全６回 

開催場所：足立区生涯学習センター  研修室4 

歴史上の有名な事件や人物のエピソード、武将の活躍などその実像を

直接・間接的に伝えてくれるのが古文書です。この講座では博物館や資

料館などの研究機関で所蔵される貴重な中世古文書を紹介し、様式、内

容からそれぞれ一通の持つ歴史的背景に迫ります。 
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平成2５年度第１ステージ 区民大学塾開催案内（前ページより続き） 

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

平成２５年度あだち区民大学塾  第１ステージ開催報告 

戦国時代にみる「スキャンダル」の意外な真相 
 

４月６・１３・２０日各土曜日の午後、講師に跡部蛮

氏をお迎えして今年度最初の「大学塾」講座を開催した。 

 江戸時代のゴシップ本に「翁草」「以貴小傳」「異説ま

ちまち」「甲子夜話」「温故随筆」「常山紀談」を紹介、

それらを一つの拠り所として、１回目は「お市の方は信

長の妹ではなかった？」２回目は「秀頼は秀吉の実子だ

ったのか？」３回目は「秀頼は大阪夏の陣で自害しなか

った？」という仮説を展開した。跡部氏は歴史家として

の研究を基に細かい時代考証と一つ一つ本の内容を検

証して熱弁をふるった。 

 初日は雨に祟られたにも拘らず３１名が来場、以後新旧入れ替わり、延８６名が受講された（受講料

納入者は３５名）。講師が時折ユーモアを交え、回を追うごとに熱を帯びる講義を展開、受講者もこれに

応えて熱心に聞き入り、関心の高さを示していた。                  （鹿島健一） 

 

映画の持つ魅力そして黒澤明の世界 
 

 ４月 12・19・26日各金曜日の午後、講師に松尾民夫氏を
お迎えして受講者３６名、延べ９０名が受講した。 
 １回目は「映像文化・映画の魅力」２回目は「スター・名

優・巨匠と言われる人々」３回目は「黒澤組ほか、撮影現場」

と題して撮影現場で常に黒澤明監督のそばに助手としておら

れた目線ならではの話をお聞きすることが出来た。また、会

場にはライブラリーの蔵書・資料等を展示され休憩時間中に

受講者が熱心に閲覧された。  
黒澤明監督は映画監督ではただ一人の国民栄誉賞を受賞しており、映画製作に

は厳しい姿勢からともすればワンマンのイメージを持たれるが、スタッフを叱咤

激励する厳しい姿勢の裏には独自の思いと哲学があり、スタッフの信頼と一体感 
が感じられる撮影現場であり、指揮官としての魅力が溢れていると話された。              

（佐久間實） 

講座名： 

終活考 

人生を価値ある 

ものにするために 

講 師：石崎公子 氏 
i-face プロデューサー 
「自分らしい生き方・働き方を考える勉強
会」を開くなど多様な活動を展開。 

開催日時：6月11日、18日、25日(火)14:00～16:00 全３回 

開催場所：足立区生涯学習センター  研修室4 

世の中はシュー活ブーム。それも、就活ではなく“終活”。「人生の終わ

りのための活動」の略として、広く使われるようになりました。 
どのように終わりを迎えるかは、どのように生きるかと同じこと。これ

からの人生をより一層価値のあるものにするために、“終活”を考えてみま

しょう。  
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生涯学習センター講座 運営ボランティア参加報告 

放送大学連携講座「中国王朝の交替の歴史」 
3月24日（日）、31日（日）の２日間、午後2時より、生涯学習セ

ンター研修室１にて開催された。講師はお茶の水女子大学教授の

岸本美緒氏。受講者は延べ118名、ボランティアとして、楽学の会

より5名が参加した。 

第１日目には、中国王朝の交替の歴史的な特徴についての講演

であった。日本では一姓で継承されている（天皇）が、中国の王

朝の歴史のつながりは、駅伝でたすきが同じチームの走者に受け

継がれていくのではなく「革命」により王朝が交代したことであ

る。そのため、治世の長い王朝、領土の広い王朝、異民族の王朝、

一般庶民からの王朝と変化が多彩であることの紹介であった。 

２日目は、多民族国家である清朝を中心とした講演であった。 

                 清朝（満州人の皇帝）がいかにして漢人を中心とした中国本土を統

治したか、興味ある内容で講義された。また、清朝

時代と日本の秀吉の全国統一、江戸幕府との時代の

重なりは興味ある内容でした。 

なお、中国という国名は１００年くらい前にでき

たとのことである。２日間の講義に受講者は満足の

表情であった。 

（小林徹） 

 

 

 

４月 月例会報告 「第４ステージ講座の振返り」と 

「老後の自由時間の使い方に関する調査結果」 
 

4月の月例会は、17日（水）
午後３時半から研修室 2で開
催。出席者は 20名であった。
最初に、月例会の傍聴希望者

（1 名）を紹介した。次に、
早坂代表理事の挨拶と報告

があり、続いて、第 4ステー
ジの各講座を振返り発表が

あった。「今、なお、輝き続ける『宮沢賢治』の世界（今野君江）」「幕末

を生きた新島八重の生涯と戊辰戦争（福田哲郎）」「10 周年記念特別講演
会『生涯学習がつなぐ地域の絆』（鹿島健一）」。発表終了後、活発な意見

交換が行われた。次に、「老後の自由時間の使い方に関する調査結果（市

川茂敏）」の報告があり、最後に各部局長から最新情報が提供され、午後 5
時 40分拍手で閉会した。 

  （ボランティア活動推進部） 
 
 
 

岸本美緒先生 
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学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 第 12 回・・・北綾瀬地域 その 1 
1.北綾瀬駅：住所：谷中 2-6 開設：（綾瀬⇔北綾瀬）1979 

（昭和 54）年 12 月電話；03-3620-5600 乗降客一日：約 25,000 人 

 北綾瀬駅は北千住、綾瀬間開通 1971（昭和 46）年 4 月、綾瀬車両

基地の内、綾瀬検車区 1969（昭和 44）年綾瀬工場 1971（昭和 46）年

開業後に開設された。綾瀬駅⇔北綾瀬駅間（一駅区間のみ）2.5ｋｍ

ホームドア方式。ワンマン運転。 

 駅開設の経緯：綾瀬地区は元々区内コアタウンの一つで古くから常

磐線が走っていた。そこに千代田線が乗り入れてきたのは需要として 

当然であるが、地下鉄網の拡大によって車両基地を必要としてきた。

谷中四丁目の大半を占める地権者が土地買収に応じる代わりに「区民

の足」として新駅開設を要望した。工事の経過は略すが北綾瀬駅開設 

によりこの目的は達成された。（乗降客数の示す通り） 

2.綾瀬車両基地 

 敷地南北方向に 750ｍ東西方

向に 190ｍ面積 141,810 ㎡（約

43,000 坪）東京メトロ最大の敷

地。車両留置能力 273 両で検車

区と工場機能を持つ。当初は千

代田線のみだったが、現在は外

に有楽町線、副都心線、南北線、

小田急線、埼玉高速鉄道を担当

している。そして千代田線と相

互乗り入れしている小田急のロ

マンスカー（箱根行き特急）が 

待機する朝夕の時間は、鮮やかなブルーの車両がこの基地を華やかにしている。 

年一度の開放日には全国から鉄道マニアが大勢押しかけて来ることで有名。昨 2012/11/11 開放日には応

募者約 5 万人、抽選で約 1万 5 千人を入場させたと言う東京メトロ広報の談話がある。当日は、車両基地だ

けでなく、綾瀬駅・北綾瀬駅にはカメラを持った家族連れの『鉄ちゃん』が溢れるほどの人出がある。 

3.足立郷土博物館 

 
 
所在地、大谷田５-20-1。1986（昭和 61）年 11月に開館。足立区の歴史、生活文化に関する資料の収集、

保管、展示等による事業活動を実施している。代表的な収蔵資料として足立区内の古文書、民具等全国的に

知られる資料も公開している。2009（平成 21）年 3月に常設展示内容を一新してリニューアルオープンし
た。年 1度の特別展と企画展数回を開催するほか、住民の団体が登録し研究、展示を博物館と住民、利用者
が共に先進事例として活動している。私達がお邪魔したときは、「江戸東京の東郊」をテーマに大都市東郊

で発展してきた足立区の歴史・生活・文化などが展示されていて、昔を思い懐かしさが蘇った。 

4.東淵江庭園 
1986（昭和 61）年郷土博物館に併設された、四季折々の自然を楽しむことが出来る回遊式日本庭園。和

風建築の郷土博物館と見事に調和して造られた庭園は造園家小杉研三氏による設計の庭園である。庭園の植

栽、敷石の織りなす景色を見ながら、散策路にそってゆっくり一回りすると心地よい気分になった。 
 

現在の北綾瀬駅 

綾瀬車両基地と橋上の取材陣 

東淵江庭園（郷土博物館裏側）   足立郷土博物館 
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5.八百免公園 
所在地、佐野 1-5-1 にある公園。昔、碇耕地・八百免耕地・貝瀬耕地・稗

田耕地・前谷耕地などが統合され、現在の大谷田地区となったが、地名とし

て残されているのが「八百免公園」である。たて看板には“この地は、江戸

の書物「新編武蔵風土記」の中に小字名として「八百免耕地」とあるように、

灌漑用水の葛西用水と悪水を流した八ケ村落堀にはさまれた農村地帯”であ

った。と記されていた。また、このあたりに八か村落とし水が来ていたとい

う。公園に農村時代の風景をモチーフにデザインされた休憩所が建っていた。 

6.（有）三幸 

 

 

今回の会社訪問は、アクリルを加工してアクセサリーを作っている足立ブランド認定の（有）三幸(みゆ

き)で、北綾瀬駅から徒歩数分の住宅街にある。まず、会社の入り口でビックリ 。「歓迎楽学の会」 と書い

たウエルカムボードがあった。更に社内に入ると直ぐに我々訪問者と社員全員で記念写真になり、クラッカ

ーをならして賑やかだった。お客を迎える方法がディズニーのノリである。社風なのであろうか、単なる仕

来たりでない凄さを感じた。さて、アクリル板の加工は、基本的に切り抜く・曲げる・磨くである。その切

る機械は、今風のレーザーカッターと時代を感じる NC マシンが稼動中。後者の操作をしている方がまた大

ベテラン、その組み合わせがいい雰囲気で、品質にも現れている。素材のアクリル板の仕入れと在庫管理に

も独自の工夫があるとのこと。色数と種類の多さは現場でも見ることができたが、同社 HP でも確認できる。

会社の理念が「自分で作り、自分で考え、自分たちで販売する」で、基本的な製品は全てオリジナル・デザ

インとのこと。また『感動できなきゃ仕事じゃない！』『アクリル加工で皆さんを感動させたい、「スゴイな

あ」と唸らせたい』これが本物、プロの心意気を感じた。そして訪問した我々全員が感動しながら会社を後

にした。感謝。 
7.環七通り 

北綾瀬駅を出ると、目の前は環七通りである。環七は東京都市計画

道路幹線街路環状第 7 号線として整備されたことから、環七通り或い
は環七の通称で広く知られている。主要地方道（都道）であり「東京

都道 318 号環状七号線」である。起点は大田区平和島六丁目終点は江
戸川区臨海町四丁目・総延長：約 52.5km。東京 23 区内のうち 11 区
を巡り環状を廻る一般道としては最も外側に位置している。この道路

の建設は、昭和 2年に策定した「大東京道路網計画」と内務省告示「大
東京都市計画道路構図」から始まったが戦時体制で建設計画が凍結さ

れた時期がある。その後、1964（昭和 39）年の東京オリンピック開催
のための道路として整備が行われた。東京オリンピックの開会式場の 
駒沢競技場や戸田漕艇場と羽田飛行場とを結ぶ主要道路となることから、新神谷橋（北区と足立区の境）の

建設が急がれオリンピック開催の 1964（昭和 39）年までに 1 部開通した。その後、様々な経緯をたどり
1985（昭和 60）年 1月全線が開通した。総工費は 1兆 2000億円という。構想を掲げてから 58年の歳月を
経ている。本線は全線片側 2車線以上でありほとんどの幹線道路や鉄道との交差は立体交差となっているが、
時には大渋滞となることもある。北綾瀬駅前を通る絶え間ない車の列をみていると、この道路 1本を通すの
に、全線開通までの年月と悲喜こもごもの問題があったことを思い、感慨深いものがある。 
                     （ 安藤、岡田、加藤、神戸、今野、佐久間、田中（桂）） 

訪問者と社員全員での記念撮影 歓迎のウエルカムボード 

環七通り 

足立ブランド認定（有）三幸

八百免公園周辺案内図 
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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 

 

◆私の熱中していること◆ 
今、私が熱中していることは、ゴルフです。メンバーコースの

ゴルフ場へは、年間 20日（20ラウンド）行っています。メンバ
ーコースなので、顔なじみの仲間がおり、月 1回コンペを開催し
ています。 
私の所属しているゴルフ場は茨城ゴルフ倶楽部で、その中のメ

ンバーが集まり 50年前に結成したのが市川会です。私は 10年       
前に市川会に参加し、メンバーには年齢・職業が様々な方がお

り、みんな和気あいあいしてゴルフ生活を楽しんでいます。市川会では、コンペで 1位、2位、3
位になるとその人のハンデが 10～20％カットされますが、年一回ハンデの改訂があり、元のクラ
ブハンデに戻ります。ちなみに私の現在のハンデキャップは 10です。クラブのハンデキャップは
16です。仕事柄デスクワークが多くあまり歩かないので、ゴルフをすることで、1ラウンド約 10
キロをウォーキング運動できることです。私は、決してカートに乗りません。平日は、週 3回練
習場に行き、1時間半で約 100球を打っています。 
最近、気がついたことがあります。友人にフォームを確認してもらったところ、姿勢が悪く手

打ちになっていたことです。従って、方向がまちまちで距離も落ちてしまい、スコアは 100を切
るのも大変でした。それが、アドレスで腹筋を意識してみたら、安定した力強いボールが出まし

た。芯に当たれば 240～250ヤード飛びます。 
花粉症の時期も終わり、グリーンも鮮やかな緑になり、 
早くプレーがしたいです。 
ただ、年齢が 70歳以降になると皆さんゴルフから遠ざか 
る傾向があるので残念です。ゴルフに限らず何かに熱中し 
ている人はいつまでも心身ともに丈夫で若いです。私は、 
80歳までゴルフを続けたいと思います。本年度は、初め 
て 70代のスコアを記録し、シングルプレイヤーを目指し 
ます。                 （中島勝正） 
                                  

 

『社会教育』４月号に小林理事の記事掲載 

 
 『社会教育』2013 年 4 月号の特集「社会教育をアピールす
る」に「区民大学塾で区民にアピールする」と題し、小林

徹理事投稿の記事が掲載されました。 

なお、近藤編集長のご厚意により、３月１７日に実施し

た「あだち生涯学習ネットワークフォーラム」の様子も同

時に掲載されました。 

・大学塾は人々の「つながり」をつくるコミュニケーシ 

 ョンの場である。 

・社会教育をアピールする場でもある。 
  

龍ヶ崎カントリー倶楽部 

茨城ゴルフ倶楽部 
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運営委員会だより 

 

平成25年4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)10周年記念事業（3/17）について 

皆さんの協力により成功裡に終えることが

出来た。祝賀会でも10年間培ってきた様々な

交流の成果が発揮され、これからの活動の発

展に繋がる内容であり、また、参加者と会員

双方に収穫をもたらした実りのある記念事業

であった。 

   こうした成果をこれからの運営に活かせる

記念誌を残すため最後の仕上げについて協力

のお願いがあった。 

2)25年度・足立区役所人事について 

   地域のちから推進部 地域文化課長 松野

美幸氏（前・区民参画推進課長/男女参画プラ

ザ所長）前・地域文化課長 鈴木伝一氏は区民

部 部長に就任。 

 

２．情報交換 

・荒川コミュニティカレッジ担当者から25年度

の活動体験依頼。双方のスケジュールの摺合

せの結果６月開催で了承した。 

 プログラム予定は 

第1回6月 3日（月）講座企画会議見学  

第2回6月12日（水）講座検討会議見学 

第3回6月18日（火）①運営ボラ活動体験 

･「終活考」講座見学 

②「楽学の会」の活動 

説明や情報交流 

 

３．10周年記念事業について 

・小林実行委員長からお礼の挨拶。参加者101

名（内会員33名） 

・記念誌の発行について 

 5/20発刊、Ａ4版カラ―、32頁、300部とする。 

 記事割付に基づき会員の協力をお願いする。 

 

４.平成24年度事業報告及び平成25年度事業計画 

 の概要説明（資料配布） 

・学習支援部、ボランティア活動推進部、広報 

 部、事務局の各部局及びプロジェクトチーム 

 

からの報告 

５.平成25年総会について 

  4月 1日 理事会 17：00～ 

 4月24日 監査会 14：00～ 

 5月15日 総会  15：00～ 

 以上開催予定 

 

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。 

（楽学インフォーメーション参照） 

① 学習支援部 

② ボランティア活動推進部 

・6月月例会、松野新課長及び平野所長の 

「新年度に向けて」を予定。 

③ 広報部  

    ・楽学ニュース４/末、ＨＰ更新5/初旬、 

   メルマガ更新5/1 実施予定。 

 ・記念誌作成に全力投入。会員の協力をお願

いする。 

④ 事務局    

・4/2 楽学ニュース184号を発送する。 

 

７．その他 

・受託事業「元気な時に考える 住まいと食で

健康長寿」5/10から４回開催する。運営スタ

ッフ募集中、会員の参加をお願いする。 

・受託事業第2ステージとして3案を生涯学習セ

ンターに提出した。 

 テーマ： 

 （１）「今日から始まる防災の備え」 

 （２）「生活とリスクマネージメント」 

 （３）「地球温暖化と私たちの環境を考える」 

・斎藤哲瑯顧問が４月より川村学園女子大学名

誉教授に就任した。  

次回の運営委員会は 5月1日(水) 15時～17時 

（研修室3）            

   （事務局）  
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楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

 

 

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：『ゴーヤーグリーンカーテンの育て

方教室Ａ・Ｂ』 
① 開催日：5 月 25 日（土）午後 1時 30 分～3 時 

31日（日）午前 10時～11時 30分 

② 場 所： A：千住本町住区センター 2 階  

集会室 1 

     B：生涯学習センター 5階 研修室 1 

③ 受講料： 400 円（高割・障割あり） 

④ 教材費： 300 円 

⑤ 内 容：手軽で身近なエコ活動としてゴーヤー

グリーンカーテンの育て方を学びます。摘心の

方法、ネットの設置の仕方など、写真を使って

丁寧にお教えいたします。 

⑥ 講 師： 栗本 恵美子（ガーデナー） 

◎講座名：『増税時代に備える！財産の守りか

た・引き継ぎかた』 
① 開催日：6 月 16日(日)午後 1時～4時 

② 場  所： 生涯学習センター 5 階 研修室 3 

③  受講料： 500 円（高割・障割あり） 

④ 内 容： 税制改正のポイントを大きな視点で 

捉え、解説いたします。 

⑤ 講 師：飯塚重紀(ファイナンシャルプランナ

ー、FP 家計の応援隊) 

申し込みは、生涯学習センター 

 電話（03－5813－3730）または直接窓口へ 
 

☆ 5 月 総会のご案内 
楽学の会平成 25度通常総会を開催します。 
総会後、引き続き月例会を行います。 
 日時  平成 25年 5月 15日（水） 
     午後 3：00～5：00 
 場所  生涯学習センター・研修室 3 

 議題 第 1 号議案 平成 25 年度通常総会議長 

          選出の件 

    第 2 号議案   〃    議事録署名人 

          選出の件 

    第 3 号議案 平成 24 年度事業報告の件 

    第 4 号議案      〃   収支報告の件  

第 5 号議案      〃   監査報告の件 

    第 6 号議案 平成 25 年度事業計画の件    

第 7 号議案    〃   収支予算の件 

    第 8 号議案 理事・監事選任の件 

 

お願い 止むを得ず欠席する場合は、委任状を 

    事務局 江川宛提出して下さい。 

                 （事務局） 

 

○運営委員会 

5月 1日(水) 午後3時～5時     研修室4 

○総会・月例会  

5月15日(水)  午後3時～5時    研修室3 

○学習支援部 

5月 8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 

5月 7日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

5月 8日(水) 午後1時半～3時半ワークルーム 

5月27日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

5月30日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

5月 2日(木)午後2時半～4時半ワークルーム 

            （ニュース発送） 

5月 7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  

5月15日(水)  午後2時～2時50分 研修室3 

○大学塾講座企画会議 

5月 1日(水)  午後1時30分～3時 研修室4 

○ホームページ,メルマガ企画会議 

5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 
記念となるＮＰＯ法人設立 10 周年記念諸行事

も盛大且つ活況に溢れて無事終了をし、早くも 25

年度の活動に入った。10 年の蓄積は会の血肉とな

っている。 

この体力を生かして本年は更なる活動の深みと

幅を広げ、区民の求める現代的課題に取り組み会

の認知度を上げ期待に添える方向を目指して進ん

で行く事を念願する。      （安藤 寿） 

メルマガ・ホームページからの重要なお知らせ

10周年記念誌作成等の関連で、5月のホームペー

ジの更新等は、初旬ごろとなる予定です。よろしく

お願いします。（広報部） 

生涯学習センターボランティア情報


