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平成2５年度あだち区民大学塾 第３ステージ 
 

 ◆◆9月区報掲載講座開催案内◆◆ 

講座名 講 師 開催日時 

ワインの楽しみ方 
セミナー 

アサヒビール（株）お客様相談室 
プロデューサー 羽鳥敏彦氏 

11/13・20 (水) 

午後 2 時半～4 時半 

江戸検一級講師と学ぶ 
うんちく大江戸入門講座 3 

浮世絵で知る江戸の魅力 
 

江戸文化歴史検定試験一級 

大沢正明氏 

堀口茉純（ますみ）氏 

11/2・9・16（土） 
午後２時～４時 
最終日は浅草現地学習 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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。 
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    （ボランティア活動推進部 齋藤龍男） 
 
 

平成 25 年度受託講座 「健康と安全を守りたいあなたへ」 

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各回 18:30～

20:30 
回 日 時   テーマ    講 師 

第 1 回 11/20 （水） こんな時に犯罪の被害者になる 出口 保行氏 
東京未来大学教授   

第２回 11/27（水） 住民参加の医療づくりのススメ 佐伯 晴子氏  
 東京 SP 研究会代表  

第３回 12/ 4（水） 食生活を見直してがん予防 笹月 静氏   
国立がん研究センター  
がん予防研究部長 

※運営スタッフ募集。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（ボランティア活動推進部 齋藤龍男） 

「ワイン」講座の 
企画意図 

作り方、歴史、産地、

種類などワインの基

本を学び、料理との

合わせ方などワイン

を身近に感じて楽し

んで頂きます。 

「大江戸浮世絵」講座の企画意図

絵暦、役者絵（ブロマイド）、風

景画（ガイドブック）、風刺画、

歴史画等、多彩な展開を見せ、

江戸の最大、最先端のメディア

となった浮世絵を通じ、その謎

を解きながら江戸の魅力に迫り

ます。 
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平成25年度あだち区民大学塾  第1・第2ステージ開催報告 
 
            古文書講座 中世古文書を読み解く 

「中世古文書を読み解く」と題して 6 月 9・23 日、7 月 7・21 日、8 月 4・

25 日（日）午後 2～4 時の 6 回、講師に髙梨真行氏をお迎えして猛暑の最中

でしたが受講者は延べ 199名が参加した。 

 第 1回目は古文書の文書の構成、料紙の価値、形式、公式様文書の様式等。

第２回目は、平安時代末期から鎌倉時代の政治形態、政務処理など院政の解

説、院政における文書様式等。第３回目は、鎌倉幕府の政治形態、政務処理、

下文、御行書等の文書様式等。第４回目は豊臣秀吉の書状の特徴、文書の書

き方のルール等。第５回目は徳川家康の経歴、

書状の特徴等。第６回目は女房とは、律令制

での女房・女官の役割、仮名の散らし書、女房奉書の読み方など各回と

も東京国立博物館所蔵等の講師の提示する豊富な資料と的確な講義に

より長いと思った。6回の 3ヶ月にわたる講座が楽しく充実した講座で

あった。受講生からは次のような声が寄せられた。「中世の時代の古文

書ということもあり、歴史の有名な人物も登場し、自分自身の集中力が

途切れることなく、学べた」「古文書など自力ではとても読めないものだと、思っておりましたが、少し

ながらも読めるようになったことに喜びを感じております」「先生の行き届いた細かい説明は古文書につ

いて知識がありませんでしたがこれを機に多少興味が持てたような気がいたします」             

（佐久間實） 
         

           
ジェネリック医薬品とサプリメントを知る 

 
 9月 5・12日（木）研修室 1にて開催
された。講師は医学博士の飯塚一秀氏。

受講者は延べ８９名であった。 
 第１回目：ジェネリック医薬品とは先

発医薬品に対して後発医薬品をいう。ジ

ェネリックは先発品と効き目や安全性は

同等であることが確認されており、自己

負担が３割以上軽くなる。（ジェネリック

の中には安くならないものもある）また、

区や国の財政を節減するという。ジェネリックを希望する際は調剤薬局で相

談してほしい。なお、できるだけ薬局は変えないでほしい。 
 第２回目：サプリメントはイメージだと思ってほしい。たとえその物が悪

くなくとも栽培地は何処か、どのように作っているのかがわからないことが

ある。そのことが問題だ。昔の僧侶が長生きしたことを考えると人類何万年

かけて安全性を確保されて食べ続けてきた物は良いものである。腹八分広く

浅く何でも食べて骨を丈夫にするような運動をすることが大切である。 
 行政の立場から、区民部 飯塚諭担当課長から足立区と国に於けるジェネ

リックの普及状況について話があり、足立区としてもっとジェネリックの使

用を広げていきたいと話された。後日、飯塚課長からお礼のメールをいただ

いた。                   
（佐野祝子） 

   飯塚講師 

足立区 飯塚課長 
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９月月例会報告 

      

 会員研修と講座振り返り                   
今月は、会員研修を目的として、SPC クラブの

外山義也氏を迎え「ボランティアの為の文章の常

識」と題して、報告文の書き方や依頼書、取材メ

モの取り方について、お話をしていただいた。 

① 文章は読み手を意識した「名文」よりも「明

快文」を。また、難しい語句を使用しない。 

② 文章の構成は分かりやすく「始め、中、終わ

り」の３段階構成法が効果的。 

③ メモの用紙はノートより、ばらばらのカード

の ほ    

うが、後で整理しやすい、など。 

また、「企画書づくりの常識」として、大学塾で

使用している企画書を基に説明していただいた。 

 「第１ステージの振り返り」では開催された６

講座のコーディネーターより、エピソードや苦労話などを話して頂き、新たな講座企画づくりに役立て

て頂けるよう参加者とで話し合われた。次に、各部局よりの報告、連絡を受けて、最後に内閣府のＨＰ

で紹介されて居ます「楽学の会」のＤＶＤを鑑賞して、散会。また、有志は懇親会場へと向かった。    

（金子勝治） 

 

 
 
 
 
 
 

目的：ボランティアへのきっかけと仲間づくりに主眼を置いた入会へのお誘い 

日時：平成２５年１０月１２日（土）１３日（日）午前１０時～午後４時 

集合：生涯学習センター ４階 講堂 午前９時 

申込：区民大学塾事務局 掲示板書き込み １０月４日（金）まで 

   電話・ＦＡＸ 03-5813-3759 （平日午後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） 

参加をお待ちしています！  

「あだちサークルフェア 2013」参加者募集 

       外山義也氏講演 

ビデオ鑑賞 
月例会風景 
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学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 第 13 回・・・青井地域（その 2）  
1.加平ランプ 

青井駅のすぐ北、環七通りを新加平橋に向かうと、橋の手前左側と

渡って右側に巨大な円筒形の構造物が見える。外壁には模様が施され、

渋い色調で周りの景観にマッチしている。  

1985（昭和 60）年、首都高速道路 6 号三郷線の開通に伴って開設

されたループ式加平ランプである。上からの写真を見ると相当複雑な

形をしている。何故このような構造になったかを考えると興味が尽き

ない。建設にあたり次のような課題があった。この地域が区画整理事

業の進行中で、その事業計画を変更できないこと。その他諸々の事情

で敷地が限られている。渋滞が日常化している環七通りには信号を設

置しないということ。これらの課題を克服して、もし自分ならどのよ

うに設計するかを考えながら写真を眺めていると時間のたつのを忘

れる。すべての車が左折で出入り出来るようにするには、環七の内回

りから高速に入るには入口が 2つ、高速から環七内回りへの出口が 2

つ必要である。外回りと合わせると計 8つの出入り口が必要である。 

これを可能にするために、首都高本線は最初、上りと下りを並行

させるパラレル構造から、ダブルデッキ構造に計画変更された。（参

考：足立風土記稿 地区編 8）  

首都高のループ式としては 2010（平成 22）年３月に南北に走る

中央環状新宿線の山手トンネルと、東西に伸びる首都高速３号渋谷

線が交差する大橋ジャンクションが開通している。なお加平出入り

口に加平パーキングエリアが併設されている。首都高速道路６号線

三郷線下り（三郷方面）にのみ設置。パーキングエリアを利用後に加平出口からでることは出来ない。

（逆も不可）。 
 
2.綾瀬川 

綾瀬川は、埼玉県桶川市を上端に葛飾区で中川に合流する延長 49km

の一級河川である。戦前は周辺の水運や農業用水と灌漑をまかなう綺麗

な川であった。花畑の大鷲神社は船便で浅草と繋がっていたはずで往時

の賑わいが想像できる。また昭和 30年代中頃までは、荷物を積んだ舟や

大きな丸太を組んだ長い筏が行き交っていた。  ところが昭和 40年代以

後、日本の汚い川ワースト３(BOD 基準)の常連になっている。その主な

原因は 1) 山の水源を持たない＝水源は田んぼ。 2) 高低差が少ないた

め流れが緩やかで海への排出能力が低い。 3) 中流域に住宅街や工場街

が広がり、生活廃水と工業排水が流れ込む。などである。ただ近年は、

住宅街の下水道整備と工場の移転で、汚れは徐々に低下しているとのこ

と。以前あった夏場の悪臭もなくなり、最近は魚影の報告もあるようだ。

早く釣り人がのんびり糸を垂れる川に戻って欲しいものである。現在、

左岸（綾瀬６丁目付近）の護岸耐震工事が進められていて、完了すると

護岸の様子が少し変わるようである。  なお現在の内匠橋以南の綾瀬川は、寛永年間に開削され古隅田

川に落すようにしたのだが、それ以前は内匠橋から東に流れ、現在垳川と称している川を経て利根川(現

中川)に合流していた。(一部参考：足立風土記) 

 

加平ランプ（Google から転載） 
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学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 第 14 回・・・六町地域（その 1）  
1. 六町駅 

駅住所：六町 4-1-1 電話：03－3885－6822 一日当乗降客数：約 21,000人。 

六町の特徴の一つとしてこの町はかつての六月村や竹塚村の飛び地として

成立、土地の次男三男などで開拓されたため菩提寺は本家の地にある。従っ

て六町には今も寺院はない。次に駅周辺の地域、六町 1－4南花畑 1－2西加

平 1－2の人口を見てみると、開設前年の人口は約 6,500人、開設から 8年

経過の現在は約 7,500人で 1,000人 16％の増加である。駅周辺再開発で道路

住宅等が整備されているので更に住民が増えて行くのではなかろうか。 

2. 六町ミュージアムフローラ 

つくばエクスプレス「六町駅」から 3分の所に、敷地の大部分を緑化屋根にした美術館「六町ミュー

ジアムフローラ」がある。突然の訪問であったが、管理責任者の佐藤氏から

美術館の建設理念・運営の趣旨などの説明を受けることが出来た。ミュージ

アムフローラは不特定多数の人に対して、四季を主題とする絵画等の美術品

を通して触れ合い、楽しみ、学び、心を豊かにするための場として提供する

ことで日本固有の変化に富んだ四季の素晴らしさ、美しさ、自然の大切さを

多くの人に伝えたい。そして芸術への理解の普及、発展に寄与することを目

的とした美術館である。展示スペースは中庭を巡りながら作品を鑑賞できる

回遊型となっている。ここで自分の好きな画家を探すトレーニングをして欲

しいなどのお話をうかがった。また、２階の多目的室のテラスからはすり鉢

状の平屋の緑化屋根を見渡すことができ、不思議な空間を見ているようだっ

た。この時期は、秋にちなんだ展示物があり、四季それぞれの季節に２か月

間展示している。美術館入口は、ルーブル美術館と同じ手法を取り入れ、３

本の細い柱で２階を支えている、強度が有るため美術館入口が大きくガラス張りの構造に設計出来たと

いう。非常時の時は避難施設となる。 

これら職員の方々の丁寧な説明と応対に感謝しながら辞した。 

３．花畑記念庭園および桜花亭 

 足立区制 50周年を記念して花畑公園の西側に建設された。9,430㎡（約 3,000坪余）を有する庭園で

あり、自然の響と文化の香りにつつまれた安らぎの空間といえる。耳を澄ま

せば落差３ｍの滝の流れ落ちる音。四季折々の花。心を和ませる緑の樹木。

まさに、足立区民のためのオアシスである。歴史を辿ると、昔、この辺りは

緑豊かな米どころとしての農村風景があった。武蔵国足立郡「花又村」であ

る。昭和 7 年足立区となり、昭和 57 年地元の花畑土地区画整理組合より土

地や滝・石垣・石灯籠などの提供を受けて、建設に着手。59 年 9 月 1 日に

開園された。そして、区立の日本庭園としては都内最大規模といえる。園の

周囲は、石垣と築地塀に囲まれ、南側と西側を流れる堀の姿は、城郭を思わ

せる佇まいである。まさに 50 周年の賜物といえる。また、集会施設のある

「桜花亭」１階は不断庵という本格的な茶室。２階は各部屋ごとに、米国ワ

シントンに送られ里帰りした足立の名桜五色桜（普賢象・滝匂・白妙）など

の名前が付けられている。庭園の見学は無料であり訪れる人々は幽玄の世界に浸ることが出来る。なお、

私たちの突然の訪問にもかかわらず園長さんはじめ皆様の心温まる応対を受け足立区の誇れる施設であ

ることを感じて辞した。場所は六町駅から東武バス「花畑桑袋行」花畑四丁目下車徒歩 3分のところで

ある。（１部園の案内パンフレットから引用。）（安藤、岡田、加藤、神戸、今野、田中（桂）、佐久間） 
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「文化ボランティア・ネットワーク研修会開催」参加報告 

8月 24日（土）日本青年館で、九州は大宰府から弘前に至る多彩な人たち 23名が集う研修会が開催

された。プログラムも濃く、前夜から参加された方々も含め、24日の夕食交歓会後も宿泊先を移動し熟

議を重ねるという、遠方からの参加者にも配慮された内容であった。 

メインは、参加者全員のエントリーシート（交流の手引き）により、それぞれが抱える課題等の情報

の共有。午後は月刊「社会教育」８月号より「カフェの学び」をテキストに意見交換。 

次にワールドカフェ「文化ボランティアって、ほんとうは何？」について、それを受けて思うところ

を全員がしゃべるという、はなす、きく、かんがえる、ことをコアにした“参加者が創る”学習会であ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした手法は、それぞれの活動実績が発揮できる

場となり、これからの「文ボラネット」の方向性など

を考え共有する場、参加者一人ひとりに次なる挑戦の

思いをもたらす“元気にさせる学習会”であったと思

う。＜参加者：小林徹、岡田スミ子、金子勝治＞     

（早坂津夜子） 
        

「ふるさと学舎・NPO 法人設立１０周年」式典に出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青
い
叫
び 
鈴
木
章
生 

詩 

鈴木教授出

版の詩集を

頂きました。

WR でご覧

ください。 

日本伝統文化芸能の祭典、ＮＰＯ法人ふるさと学舎

設立10周年記念発表会が9月1日庁舎ホールで開催され

た。茶道、華道、書道、謡曲、仕舞、日舞、筝曲、民謡、

相撲甚句、詩吟、能面等会員の皆さんの日頃の精進の成

果が披露され、日本の芸能に改めて目を開かされた。 

大人だけでなく、子供たちも日舞を披露したが、日本

の伝統文化に幼少より親しみ、身をもって知る事は、オ

リンピックの開催など、今後増えるであろう外国人とつ

き合う上でも、日本人として大切な事と思った。 

また、ふるさと学舎は、老人保健施設への慰問を通じ

て、高齢者に元気を与え、楽しく過ごしてもらえるよう

に、活動もしている。 

「文化の出前」を合言葉に、日本の伝統文化・芸能・芸

術の復旧・啓蒙につとめるふるさと学舎の、今後のさら

なる活動と発展を期待する一日であった。 

（出席者 早坂、金子、江川記）

（写真上）記念式典（下）式典挨拶・早坂 

あだち区民大学講師

木村寛治様より 188号
記事掲載の御礼と「感

性と教養」「感性と独

創力」2冊頂きました。
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ＮＨＫ特別展「深海」関連文化講演 ～深海生物にも寄生虫がいる～ 

 ８月４日（日）生涯学習センター講堂で開催された。講師は国立科学博物館動

物研究部部長の倉持利明氏。受講者は 186 名（小中学生含む）、ボランティアと

して当会から７名が参加した。 

 本講座では、深海生物に付着している寄生虫に焦点を当てて解明された研究結

果を話された。メタンガス、硫化水素などの

化学合成細菌である寄生虫は、深海生物だけ

でなく、日常人間が食べている魚介類にも付

着している。寄生虫の中には臓器を持たない

ものもいて、卵を産まなくても増えていく。

生きている寄生虫が付着した物を人が食べ

た時、その寄生虫が体の中を動きまわるという恐ろしいことも起き

る。前半は専門的な話で難しかったが後半はよく理解できた。（佐野祝子）                
                                  

運営委員会だより 

平成 25年 9月運営委員会は 9月 2日(月)に開催。議事録を基に報告する。 
1. 早坂代表の報告及び提案 
・猛暑の夏、あだち区民大学塾運営やセンター事業、研修事業への協力の御礼。 
・8/24日、日本青年館に於いて九州は大宰府から弘前まで多様な分野の方々が参加されての「文化ボラ
ンティア・ネットワーク研修会」が開催された。その模様は 9/1 日掲載の HP をぜひご覧ください。
様々な立場で多彩な考えを持った方々が参加され大変有意義な研修会であった。 
・9/1 日区庁舎ホールに於いて「ふるさと学舎・NPO 法人設立 10 周年」式典に出席、日本伝統文化芸
能活動に精進しておられる会員皆様の一端に触れることができた。 

2. 議題 
（1） 情報交換 
・足立区区民参画推進事業「皆援隊」活動体験依頼。 
  9/18日講座体験、９/19日検討会議、月例会の活動体験、参加者１名（男性）。 
・男たちのボランティア 2014 例年どおり会として参加する事に決定。 
（2） NPOフェスティバル及びサークルフェアについて 
・会員の参加をお願いする。 
（3） 月例会開催について 
・9/19（木）15：00～17：30 研修室 2 第１ステージの振り返り、外山義也氏による学習会「ボラ
ンティアのための文章の常識」 

（4） 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） 
 ・26年度講座について講座検討会議（9/19）で検討するので多くの会員の参加をお願いする。  
（5） 25年度受託講座について 
 ・「健康と安全を守りたいあなたへ」11/20未来大学 出口教授、11/27東京ＳＰ研究会 佐伯代表、 

12/4国立がん研 笹月予防部長、18：30～20：30 広報 10/25号に掲載、見積書提出済。 
（6） その他 
 ・楽学ニュースの２色刷りに挑戦。 
 ・jimdo 出来るだけ早い時期に講習会を開催したい。 
 ・楽学ニュース１２月号の年内印刷・発送を検討する。               
 

生涯学習センター講座   運営ボランティア参加報告 
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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） 
 
●ＮＨＫ「印象派を超えて 点描の画家たち」 

関連文化講演会  
◎日 時 11／2（土曜日）午後 2時～3時半 
◎講演者 米田 尚輝氏（国立新美術館研究員） 
◎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 0時 30分（講堂） 

・午後 1時半  
  

●放送大学連携講座 

「心理学 男と女、変わる心と不変の心」 
◎日 時  11月 30日（土曜日） 

午後 2時～3時 30分 
◎会 場  生涯学習センター 5階 研修室1 
◎講演者  星 薫氏（放送大学准教授） 
◎定 員  60名 
◎募集人員  5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（研修室 1） 

・午後 1時 30分  
 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
○運営委員会 
10月 1日(火) 午後 3時～5時 研修室 4 
○月例会  
10月 18日(金)  午後 3時半～5時半 研修室 2 
○学習支援部 
10月 11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 
10月 8日 (火)  午後 2時～4時  ワークルーム 
○広報部 
10月 10日(木) 午後 2時～4時 ワークルーム 
10月 25日(金) 午後 2時～4時 ワークルーム 
10月 28日(月) 午後 2時～4時 ワークルーム 
○事務局  
10月 2日(水) 午後 2時半～4時半  ﾜｰｸﾙｰﾑ 
10月 8日(火) 午後 2時半 （ニュース発送） 
○大学塾講座検討会議  
10月 18日(金) 午後 2時～午後 3時半 研修室 2 
○大学塾企画会議 
10月 1日(火) 午後 1時半～3時 研修室 4 
○ホームページ企画会議 
10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 

このところの大雨、突風、竜巻と何か地球温

暖化によるものではないかとも言われているよ

うです。猛暑の夏からやっと解放されましたが、

皆様には体調に十分お気を付けください。 
ところで、ニュース原稿の印刷についてカラ

ー化したいと考えておりましたが今月から二色

刷りに挑戦してみました。二色でも写真の重み

が増したような気がします。皆様のご意見をく

ださい（佐久間實） 

１０月 月例会のご案内 
開催日時：10 月 18 日（金） 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 ：ボランティア活動体験発表 

積極的な参加をご期待しています 
  

（ボランティア活動推進部）

ホームページ・メルマガからのお知らせ 

・楽学メルマの登録者が目標としていた 150名を

９月で超え、160名になりました。今後ともよ

ろしく勧誘をお願いします。 

・喜多村さんが元気になって HP更新作業に参加

する予定。明るい話題です。 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 


