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２5年度通常総会・月例会開催報告 

 平成 2５年度通常総会は、5 月 15 日午後３時より生涯学習センター研修室３で開催された。はじめに、

早坂代表理事より、2４年度事業の協力および NPO設立１０周年記念

事業参画への感謝、そして 25年度楽学の会の進む方向について、「楽

学の会の目的と理念に基づき、継続した事業展開を目指す。また適切

な会の運営推進のために、取巻く環境の変化を見極め柔軟な体制づく

りで、会員の持てる技術や能力を余すところなく活用・発揮する。皆

さんのご協力をお願いする」との挨拶があった。続いて、来賓として

出席頂いた、足立区生涯学習センターの鈴木副所長より挨拶があった。 

審議に先立ち、司会者金子勝治より本日の出席者 23 名、委任状提

出者９名で、会員 48 名の 1/3 以上の参加があり、本総会が成立して

いる旨の報告があり、議長に鹿島健一が選任され、議事録署名人に大

藤久子、田中国弘両名が指名された。 

 その後、議案の審議が行われ、平成 24 年度事業報告・収支報告お

よび監査報告が承認され、25年度事業計画および収支予算書が原案通

り可決された。続いて理事、監事の任期は２年間であり、現在の役員１７名全員が継続を応諾した旨の報告

があり、新たに理事候補者として福田哲郎の提案があり、提案通り可決された。 

 平成 25年 7月 1日から平成 26年 6月 30日までの理事役割分担と監事は、次の通り臨時理事会で決定し

たとの報告があった。代表理事：早坂津夜子、学習支援部：鹿島健一(副代表理事・部長) 田中桂子 福田

哲郎、ボランティア活動推進部：金子勝治(副代表理事・部長) 岡田スミ子 齋藤龍男 安田善英、広報部：

田中国弘(副代表理事・部長) 尾島美津江 小林徹 佐久間實、事務局：江川武男(常務理事・事務局長) 原

田進 大藤久子 市川道子、受託事業プロジェクトチーム：安田善英(チームリーダー)、監事：鈴木良夫 今

野君江。役員を代表して早坂代表理事より挨拶があり、次に新理事福田哲郎、新チームリーダー安田善英よ

り新任の挨拶があった。総会終了後、5月月例会が行われ各部局のスケジュール等の報告があった。 

                                     （事務局 江川武男） 

                    新理事 抱負 

＜講座企画力を高めるよう皆様と協力して参ります＞  福田哲郎 

この度理事に選出されました。微力ですが会員の皆様と協力して盛り上げていきたい

と思います。NPO 法人設立 10 周年を迎え新たな気持ちで「あだち区民大学塾」の充実を

図っていきたいと思います。会員の皆様のネットワーク、知恵を持ち寄り講座検討会議、

企画会議を内容の濃いものにして区民の方によい講座を提供して参ります。多くの会員

の方にご参加頂き、協力して楽しい会にしていけたらと思います。皆様のご指導、ご鞭

撻をお願いいたします。 
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上記講座が開催されます。会員の皆さん、協力して成功させましょう。 
大学塾講座運営スタッフへの参加をお待ちしています。 
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 齋藤龍男） 
 
 

 

 

「脳に活力を与える 両目で見る万華鏡の世界」 
 

5月 17・24日各金曜日午後 講師に島崎勝信氏

をお迎えして、受講者 39名延人数 72名で行われ

た。1回目「感動とは何か！」美しいものを見たと

き人は感動する。その感動の心を忘れると認知症に

なるという。両目で見る「万華鏡」を覗けば「美の

世界」が広がり、「脳」が活性化する。今回、取り上

げたのは、健脳的万華鏡（ヒーリングスコープ）。

この事は東京電機大学との共同研究で実証された。

会場には、講師の作成した「世界最大の万華鏡」など、6点が設置された。覗いた受講者は、美しさに魅せ

られ感動で涙を流している方も見受けられた。また、講師の母親は 100歳を超えて、眼鏡も杖・補聴器も

必要ないという。2回目「偏光板アート」と「万華鏡製作」では、世界でただ一つの「万華鏡」作りに夢中

になり、偏光板で見る魅惑の世界は感動に包まれた。 

受講者からは「素晴らしい！」「感動を伝える大切さを知った」などの声が聞かれた。また、万華鏡がも

っと欲しいという声がありスタッフが大童で対応する場面もあった。時には講師のユーモアで会場が笑いに

満ち何とも言えない温かい雰囲気に包まれた講座であった。               （今野君江）    

            

講座名：楽しむ「論語」、 
   味わう「論語物語」 

講師： 須藤明美氏 

    二松学舎大学卒 

全日本家族「論語」の会 

・漢文学窓「里仁」の会主宰 

開催日時：７月 10日・17日・24日（各水曜日）14：00～16：00 

開催場所：足立区生涯学習センター（学びピア 21内）研修室 1  

論語シリーズ第５弾 

「論語」の素読で心身を活発化させ、語句本来の探求と「論語物語」を

通して、２千年の時を越える壮大な浪漫の中に人、いかに生くべきか 

を伺う 

 

あだち区民大学塾第 1 ステージ開催報告  

    平成 25年度あだち区民大学塾第 2 ステージ開催案内 

講座風景 

島崎講師 

展示された両目で見る大型万華鏡 島崎勝信講師 

展示された小型の万華鏡 万華鏡制作 
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平成２４年度講座実施報告書完成 
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NPO法人設立１０周年記念誌完成 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

会員の汗の結晶が凝縮された 10周年記念誌（13.05.25発行） 

10周年記念誌編集会議の様子（4月編集会議にて） 

印刷会

社で最

終チェ

ック 

車で受

け取り。

完了！ 

当会が NPO 法人を設立して、10 周

年の節目の年を迎えるにあたり記念

事業を行い、後日「記念事業報告書」

として記念誌を発行するという事を

決め、その実現のため記念誌発行委

員会を 12 年 3 月発足させた。 

メンバーは広報部、齋藤、田中（桂）

（運営委）、関係各位。 

基本構成は①10周年記念事業報告

②NPO 法人「楽学の会」設立 10 年の

あゆみとし、定期的に編集委員会を

開き、相馬さんを中心にデーターベ

ース、基本資料の作成等、地道な努

力を行った。 

3/17 記念行事終了後、冊子の基本

割付を決め、「会員の顔が見える記念

誌」を目指して、3,4,5 月計８回の

打合せを重ね、会員の総力を結集し

て紙面作りに取り組んだ。 

表紙デザイン、題字、イラストも

会員の手作りで、結果、皆が記念す

べき 10 周年に立ち会える喜びを共

有できる記念誌が完成したと思う。 

是非ご覧ください。 （編集委員）
今回協力頂いた印刷会社（株）エイジに感謝 

 24年度大学塾の講座実施報告書が、完成しま

した。大学塾の 1年間の集大成です。 

原稿の整理、紙面作り、印刷、製本と担当の

皆さん、大変ご苦労様でした。また最後の製本

作業には多くの方が参加して頂き、有難うござ

いました。 

 5 月 28 日、出来上がったばかりの実施報告書を足立区地域文化課に持参し、松野課長、河野係長に

内容を説明した。会の活動について、改めて再認識をされたようでした。 

同日、10周年記念誌を地域文化課および会がお世話になった職員の方々に持参し、報告をした。皆さ

んから、「設立 10年、おめでとう！今後も頑張って下さい」とのお言葉を頂きました。  （事務局）

皆で 

製本作業 
   → 
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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 2     

1.しょうぶ沼公園 

 

北綾瀬駅に隣接している区立しょうぶ沼

公園一帯は、その昔野生のノハナショウブ

が多数咲き誇っていたが土地区画整理事業

に伴う公園を造成するにあたり、昔の地名

を残したい地元の要望により旧地名である

菖蒲沼耕地に因んで「しょうぶ沼公園」と

命名された。園内には５つの菖蒲田があり、

江戸系を中心に約 140 種、8,100 株のハナシ

ョウブが群生している。現在のハナショウ

ブは昭和 48 年 7 月に堀切菖蒲園（葛飾区）

から約 2,000 株、昭和 50 年に地元の有志か

ら約 1,000 株を譲り受け、以後、株分けと

補植により年々充実させてきた。 

また平成元年度、中居掘親水整備事業に

より、高さ 4 メートルの滝や三連水車が作

られ、より一層、水と緑に親しめる。また、四季折々の花が咲き，遊戯広場、少年球技場が隣接しており

幅広く地元に親しまれている公園である。 

 

2.中居掘親水緑道 

元々、江戸後期から垳川を水源とする農業用水として利用されていた 

が、昭和 40 年代初め頃、辰沼地区が区画整理をする際、環七以北は暗渠

になった。現在は菖蒲沼公園から東綾瀬公園のせせらぎの道までの間、

中居掘親水緑道として花畑川から引いた水を生かしたせせらぎとなって

いる。 

3.佐野の渡し 

江戸期から中川には、飯塚の渡しと

佐野の渡しがあって淵江(足立)と水

元(葛飾)を結ぶ交通路であったが、

昭和 30 年に飯塚橋が完成して共に

役目を終えた。佐野いこいの森の北

に隣接する杉山家の屋号が『渡し場』

なので、渡し守りであったことが伺

えるだけで、セメントの護岸からは

往時を偲ぶものはない。(なお飯塚の

渡しは石碑がある)  

 

 

 

垳川 

しょうぶ沼公園

花畑川

環七通り 

北綾瀬駅 

神明・六木遊歩道

神明水の森公園 

元佐野の渡し

中居堀親水緑道 

東京地下鉄綾瀬工場 

佐野いこいの森 
しょうぶ沼公園 

中川 

  佐野の渡しがあった場所 
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4.佐野いこいの森 

 佐野新蔵胤信は、千葉勝胤の子で佐野家の養子になり、徳川家家臣伊奈氏に仕え、文禄 2（1593）年には

佐野新田（現、佐野 1・2 丁目付近）を開いた。新田内に居を構え、防風や農業用材としての利用目的で屋

敷林が作られた。（足立風土記稿地区編 7・ブックレット 7） 

佐野新蔵胤信の墓（佐野 1－32・足立区登録有形文化財）が屋敷林に隣接している。 

1984（昭和 62）年、佐野家の「かまえ堀」に囲まれた屋敷林（昭和 49 年 4 月 1 日、区の保存樹林第 1号に

指定）の 1 部を区が一般に公開しているのが、「佐野いこいの森（足立 60 景）」である。北綾瀬の北東、中

川沿いにあり、樹木が生い茂り、野鳥や昆虫が生息する貴重な自然が残されています。 

 現地で解説業務をおこなっている NPO 法人の代表者の案内で、タヌキの通り道や溜め糞を見ることがで

きたことは、新鮮な驚きであった。 

 
            

５.神明・六木遊歩道 

垳川（がけがわ）の南岸と住宅の裏の垣根に沿って、東端の中川から西端の綾瀬川まで、約 2km の水辺と

雑木林の風景が続く自然を身近に感じられる散歩道である。葛西用水の西側は「神明水の森公園」、東側は

「六木水の森公園」と呼ぶ。行程の中間点（少し西寄り）に「平成泉

橋」があって足立区と八潮市を結んでいる。この橋の西面から 30 分に

一度 5 分間放水している（＝ウオーターカーテン）。 

 垳川はかつては綾瀬川の一部(本流との記述も)であったが、1624 年

から 1643 年にかけて、水害対策のため、内匠新田（たくみしんでん  

垳川の西端、現在の内匠橋付近）から葛飾区堀切の中川との合流地点

まで新川が開削された。それに伴い、旧川は堰止められ、葛西用水の

水が取り入れられるようになった。1729年には東端の中川とも遮断さ

れて、川としての機能を失い、以来、垳小溜井（がけこだめい）と称されるようになった。1969 年：一級

河川に指定、現在の垳川となる。1987年：足立区側の岸を遊歩道として整備された。 

 

 

                        

 （安藤、岡田、加藤、神戸、今野、田中（佳）、佐久間） 

 

佐野いこいの森 

神明・六木遊歩道 

六木水の森公園水車広場 
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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 

曳舟川親水公園を歩いて 

自宅前の葛西親水水路を

南に向かって歩き、常磐線

のガードをくぐり、2 分ほ
ど行くと、旧水戸街道に出

る。曳舟親水公園の入口で

ある。 
 入口の近くに、曳舟川の由来を書いた説明板がある。

それによると、『曳舟川は明暦 3 年（1657）の大火の
のち、開発に着手した本所・深川方面の新市街地へ、

飲料水を供給する目的で開削された水路です。成立は

万治 2年（1659）といわれ、亀有上水あるいは本所上
水・小梅上水とも呼ばれました。

水源は瓦曽根溜井（埼玉県越谷

市）で、亀有に入ってからは東

側に中井掘を分水し、四つ木付

近までは二条の水路が平行して

流れていました。・・・』とある。

しかし瓦曽根溜井を水源とする

本所上水の完成は延宝 3 年
（1675）である。したがって亀有溜井（中川と考えら
れる）を水源とする亀有上水が先にあり、その後本所

上水になったと思われる。本所上水は享保 7年（1722）
事情により廃止される。その後享保 14年（1729）に

東西葛西領の用水に用いられていた亀有溜井が取り払われた。このとき六ツ木村から小梅村（現向島付

近）までの旧上水掘は葛西井堀を引水した西葛西領の水路に振り向けられ、葛西井堀とともに西葛西用

水路と改称された。小梅より南の水路は埋め立てられ、上流部はそのまま用水として残された。葛飾区

から墨田区にはいった葛西用水の流れ（古上水堀）は曳舟川と呼ばれる。 
 上水の廃止後、篠原村（現四つ木）から亀有間の二十八町（約 3キロメートル）
の水路を利用して「サッパコ」という小舟に人を乗せ、土手の上から長い綱で肩に

かけて引くことが始まり、「曳舟川」と呼ばれるようになった。墨田区側では曳舟

川通りとなっている。（現在水路は暗渠になっている。）                

 チョウの舞や木陰で涼を取るカモ・今が盛りのバラを見な

がら四つ木に向かう。吉野園の説明板があり、吉野園は江戸

時代には吉野屋といい、四つ木通りの曳舟川沿いの「藤棚の

茶屋」として知られていた。明治になると「四つ木の花屋敷」

と称され、明治 20年代には吉野園を開園（現四つ木中学校）、
堀切とともに東京名所のひとつに数えられた。昭和 10年代
には相次いで閉園し、江戸期以来の伝統と繁栄に幕が下ろさ

れたとある。 
歌川広重 名所江戸百景  四つ木通りは 6号線にぶつかり、曳舟川親水公園もここで終わっている。 
四ツ木通用水引ふね   少し足をのばし、四つ木橋からスカイツリーを眺め、2時間弱の散歩を終えた。 

（加藤 憲之） 
参考図書：「葛西用水史 通史編（葛西用水路土地改良区編集）」：「江戸百景今昔 

大野光正（本の泉社）」：「葛西用水―曳舟川をさぐるー（葛飾区郷土と天文の博

物館）」：「江戸の川東京の川 鈴木理性（井上書院）」：「川の地図辞典 菅原健二

（之潮）」：「図説 江戸・東京の川と水辺の事典 鈴木理性（柏書房）」        
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運営委員会だより 

平成 24 年 5 月度運営委員会は 5 月 1 日（金）に開 

催。議事録を基に報告する。 

1.早坂代表理事の報告及び提案 

・25 年度、新たに運営委員となられた神戸さん、

関口さん宜しくお願いします。 

・24 年度の監査会も無事終えることができまし

た。次年度への提案など監査担当者の皆様にはご

協力ありがとうございます。24 年度の成果を次

年度の実践に活かし、結果に繋げることができま

すよう、事業計画の審議をしっかりと行いたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

・24 年度「あだち区民大学塾」講座実施報告書

の編集担当者金子勝治、小林徹、原田進、佐久間

實、福田哲郎の 5 名、総会開催日配布予定。 

・地域文化課長松野美幸氏へ挨拶訪問（小林、河

野係長同席）4/16。25 年度、「楽学の会」の担当

窓口は河野聖係長。 

※「楽学の会」の活動の概要、10 周年記念事

業、「あだち区民大学塾」等の説明。森秘書課長

へ当会記念誌の区長挨拶文及び写真拝借のお礼

など。 

2．議題 

（１）情報交換 

・足立区公益活動「げんき応援事業助成金」につ

いてボランティア活動センターにて講習会が

あり、代表・江川の両名が参加した。資料回覧 

・さやま生涯学習をすすめる市民の会（会長  

藤原俊昭氏）からのお知らせ 回覧 

・会報誌「学びの仲間たち」春季号 回覧 

 ・「社会教育」5 月号、回覧 

（２）10 周年記念事業について 

 ・記念誌発行について 

   印刷の見積 約 10 万円、納期 5/25、運営

委員会了解。 

   原稿締切 5/7、 記念誌作成に全力投入。

会員の協力をお願いする。 

（３）月例会開催日時について 

 ・５/１５(水) 総会後に開催する。 

（４）平成２５年度総会について 

・4/24 監査会、終了 

 ・5/１ 理事会 本日の運営委員会終了後に開催 

 ・5/15 総会  15：00～ 

（５）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地

域協働講座）（学習支援部） 

 ・検討会議・企画会議にて検討済であり特になし   

（６）25 年度受託講座について 

 ・1 講座、5 月実施 

 ・25 年度中に、さらに２講座を実施する予定 

（７）その他 

 ・ボランティア保険について 

   25 年度は、「ボランティア保険料」は、会費

に含むものとしたい旨の提案が事務局からあ

り了承された。 

                    （事務局） 

各部局の部会等の開催予定は本ニュースの最終頁「楽学

インフォメーションを参照ください。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足立よみうり新聞の編集長 中川美知子氏から退

職の挨拶状を頂きました。 

NPO 法人全国生涯学

習ネットワークの事務

局から「ネットワーク通

信」ＮＯ.42 を頂きまし

た。ワークルームに掲

載してありますのでご

覧ください。 

月例会で講演する

中川美知子氏 
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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。 
下記ご応募よろしくお願いします。 

（ボランティア活動推進部） 
 

ＮＨＫ主催展覧会関連文化講演会  
①特別展「和様の書」 
◎日 時  7月 7日（日曜日）午後２時～３時
３０分 
◎講演者  田良島 哲氏（東京国立博物館 調

査研究課長） 
②「ルーヴル美術館展」 
◎日 時 7 月 20 日（土曜日）午後２時～３時
３０分 
◎講演者 斎藤 陽一氏（美術ジャーナリスト） 
以下①②共通 
◎会  場  生涯学習センター ４階 講堂 
◎定  員  １９０名 
◎募集人員  ７名程度（会場・講演者接待・受

付・司会・記録等） 
◎集合・開場  午後１時（講堂）・午後１時  

３０分   
●講座参加者に特別展「和様の書」・「ルーヴル美

術館展」の招待券をプレゼントします。 
 

放送大学連携講座「恒星の一生」 
◎日  時  7 月 14 日（日曜日）午後２時～
３時３０分 
◎会  場  生涯学習センター ４階 講堂 
◎講演者   吉岡 一男氏（放送大学教授） 
◎定  員  １8０名 
◎募集人員  ７名程度（会場・講演者接待・受

付・司会・記録等） 
◎集合・開場 午後１時（講堂）・午後１時 30分  

 

運営ボランティア募集 
◎申込先  メール t3436s@yahoo.co.jp 

ＦＡＸ 03-5813-3759（事務局） 

 

６月 月例会のご案内 
開催日時：６月１２日（水） 午後３時半～５時半 

場  所：生涯学習センター ５階 研修室３ 

テーマ ： 

① 足立区地域のちから推進部 新課長 松野美幸氏

「平成２５年度、これからの学習支援活動に期待

する事」 

② 足立区生涯学習センター 所長 平野昌暁氏 

「センターとの協働 これからの学習支援活動

に期待する事」     （ボランティア活動推進部） 

 

 

 

 

○運営委員会 

6月 3日(月) 午後3時～5時  研修室3 

○月例会  

6月12日(水)  午後３時半～5時半 研修室3 

○学習支援部 

6月 7日(金)  午後2時～4時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

6月 7日(金)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

6月 6日(木) 午後2時～4時 ワークルーム 

6月26日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

6月28日(金)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

6月 4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  

6月12日(水)  午後2時～3時半  研修室3 

○大学塾講座企画会議 

6月 3日(月)  午後1時半～3時  研修室4 

○ホームページ,メルマガ企画会議 

6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 

NPO法人 10周年記念事業が終了し、これにとも

なう記念誌も完成ほっとしている方が多いのでは

ないでしょうか。さらに 5年 10年積み重ねていき

たいものです。活動するには年齢に負けない体力が

必要です。最近、体調を崩される方が多いので特に 

そのように思います。 

健康が第一です。暑い季節に向かいますが元気に

活動しましょう         （尾島美津江） 

メルマガ・ホームページからのお知らせ 

・担当者の都合により5月のHP更新はありませんでし

たが、6月から再開いたします。また、メルマガは

小林徹さんが担当され近々再開する予定です。 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 


