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絵巻『熈代勝覧』の世界～江戸繁華街を徹底解明～ 

講座は大学塾初めての試みで、9/18,25,10/9,16,11/6,30,12/4,11 の計 8 回, 元都

民カレッジ・江戸東京科の安藤義雄氏を講師に開催された。 

この絵巻は今から 200年程前、作者不明だが優れた技量の絵師が、江戸の今川橋か
ら日本橋までの大通りの情景を東側から俯瞰し、行き交う人々の息遣いが聞こえてく

るような暖かみを感じさせる細やかな筆致で描いた作品と言う。 
講座は映像も交え、絵巻を見ながら江戸一の繁華街の様子を探りそこに描かれてい

る建築・職業・生活・風俗・町制度などを詳しく絶妙な話術をもって解説された。 

果たして絵巻を見てどう感じるか、多分う

わべだけを眺めるだけで、そこに描き出され

ている背景が読み取れるかと思ったが、経験

と研究に裏付けられた知識豊富な先生の解説

を聞くとあたかも自分も一端の知識人かなと

錯覚し、絵巻の深読みが出来て江戸の風俗・

歴史をより深く理解されたのではないかと思

う。 
 受講者は延 256 人に及び、8 回とも向学心

に燃えて熱心に聴講され、頂いたアンケートでも満足との意見が多く寄せられていた。  （鹿島健一） 
 

やさしい「薬膳」 
 

「薬膳」は、平成 25 年 12 月 5 日（木）と 12 日（木）の 2 日間、梅田地域学

習センター（Ｌ・ソフィア内）で開催。講師は、当会会員の食育アドﾞバイザー

田中桂子氏。参加受講者は延べ 39 名、運営スタッフは延べ 17 名。 

１回目は「食物をどのように考えていますか～食物とクスリの関係～」を 

テーマに、薬膳とはどんな料理かを学んだ。 

2 回目は、「薬膳」を美味しく作って、楽しく食べようをテーマにうこんご飯、鶏肉と南瓜の薬膳カレー、

棗（なつめ）入りポトフ、葱白と春雨のみどり酢和えの４品を６班に分かれて皆で協力して作った。料理は

大変素朴でごく自然に近い力強さを感じさせる

ものであった。 

以下に受講者の感想を紹介して報告とする。 
・食材の基本的なことを教えていただき、今

後の食生活に活かしていけそうです。・講師のお

話はわかりやすくお人柄が出ていてやさしい気

持ちで受講できた。 
・薬膳カレーがさっぱりしていてとても美味し

かった。・2日間いろんなことを学べてすぐ生活
に活かしたい。とても良かったです。・薬膳食を

知り嬉しく思いました。・本日は参加して得をしました。・美味しく頂きました。ありがとうございました。・

田中先生の説明が分かりやすくて勉強になりました。また企画して下さい。ありがとうございました。 
                                         （齋藤龍男） 
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◆◆12 月区報掲載講座開催案内◆◆ 

講座名 講 師 開催日時  
軍師「黒田官兵衛」の虚像と実像 
～一級の歴史資料を通して虚像を暴く～  

歴史家/博士（文学）他 
跡部 蛮（あとべばん）氏 

2/ 22 ,3/ 1,8  各(土) 
午後 2時～4時 

 

 

 

 

 

 

 
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） 
 

 
 

放送大学連携講座 心理学 「男と女、変わる心と不変の心」 
 

11月30日（土）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。講師は放送大学准教授の星薫（ほしかおる）氏。

受講者は52名、運営ボランティアとして、司会、受付等、当会

より7名が参加した。本講座は、幼い子供を持つ30代初めの夫

婦について、40年間にわたり追跡調査し、老年期になった142

名（母親95名、父親47名）の変わった心と変わらなかった部分

をまとめたアメリカのバークレー研究についての紹介であっ

た。男性は、40年前とライフスタイルはほとんど変わらないが、

性格は変化している。女性は生活の変化が大きく、ライフスタ

イルは変化するが、本質的な性格は若い時から変わらない、性格は一貫しているとの報告である。皆さんの

場合、如何でしょうか。                                               （小林徹）      

 

 
 

健康と安全を守りたいあなたへ 
今回生活の中で陥り易い情報の正常の偏見について考える企画を

した。 
11月 20日の出口先生は、攻めの防犯のために犯罪者の認識を知る
ことの大切さを指摘しました。 
11 月 27 日は区が発信する健康・衛生の情報をグループワークで喚
起して佐伯先生は問題点を指摘しました。 
12月 4日は、笹月先生は現在の科学的根拠に基づく食の発がん予防
のデーターを多数紹介して頂いた。３回の講座を通して受講者の関

心は高く、身近な例を挙げて質問する受講者がいました。今回、開

催が夜で受講者は少数でしたが、ひとくちメモの通り熱気が感じら

れる時間でした。資料はワークルームにあるので参考にして頂けたらと思います。   （安田善英） 
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「黒田官兵衛」講座の企画意図 

黒田官兵衛は戦国時代に生まれ、本能寺の変の際に秀吉を奮い

たたせ、秀吉に天下をとらせた希代の軍師といわれるが、じつ

は、歴史の一級史料で彼の活躍を裏付けるものは少ない。ドラ

マなどに登場する官兵衛と史実としての官兵衛のちがいを浮き

彫りにし官兵衛の生き様を時系列的に解説する。 

平成 26 年度 NHK 大河ドラマ「軍師 官兵衛」が放映される。 

生涯学習センター講座運営ボランティア参加報告 

生涯学習センター受託事業報告 
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■ 小台地域（その２） 

1.天祖神社 

 小台橋を右に折れて暫く行くと小台天祖神社に出る。あまり大きくな

いが、昭和 14（1939）年小台の鎮守として創始され、昭和 30 年に江北氷

川神社より分祀したという。社殿は昭和 14 年創建のものであり、例大祭

は 9 月 16 日となっている。かって水害から住民を守って感謝状が足立区

から贈られ今回見ることができなかったが社殿に飾られているという。

しっとりとした静かな佇まいである。 

2.珠明院 住所 小台 2-42-16 工場街、住宅街を通り荒川寄りに行くと風格のあるどっしりとした金龍山

珠明院の前に出る。ここでも突然の訪問であったが寺の方が快く応対してく

ださる。小台・宮城・新田 3 地域で唯一の寺であり、道路より少し小高いの

で、水害の際は多くの人が寺に避難したことなど語ってくれた。水はあがっ

たことがないという。そして、400 年間ずっとこの場所にあり続けた事など、

貴重なことをうかがう事ができた。 

境内の庚申塔は正徳 2（1712）年と享保 15（1730）年の造立であり、青 

              面金剛（しょうめんこんごう）をまつり、睡眠中に活動し人の命を縮める三

尺（さんし）の虫を徹夜で防ごうという信仰の仲間で建てた塔という貴重な足立区登録文化財を拝見するこ

とができた。 

3.東京都立荒川商業高等学校 住所 小台 2-1-31 ℡03-3912-9251（代） 

 小台橋の近くに学校があり、足立区小台にあって荒川の名称がついている

のはなぜか。突然の訪問にも関わらず職員の方の気持ちのよい応対を受け、

学校要覧・学校案内をいただいた。要覧によると、沿革は大正７（1918）年

浅草区寿町に東京市立第一商業補修学校として創立。昭和 10（1935）年荒川

区三河島に移転。東京市立荒川商業学校として設立。その後幾多の変遷を経

て昭和 35（1960）年足立区小台に新校舎建設都教育庁より移管された。本校

は都立高校としては２校しかない「総合ビジネス科」を設置している。卒業

生は 15,000 人を超える。 

4.小台の七庚申 住所 小台 2-47-1 荒川土手下に七体の庚申塔が祀ら

れている。明治 44（1911）年、荒川（当時は放水路）の開削工事が始まり

その人工河川の計画地にあった旧江北村の宮城地域の庚申塔を集め小台

の地に祀ったものである。承応 2（1654）年～元文元（1736）年の間に作

られたもので、現在は旧家の下川家が管理する足立区登録文化財である。 

（一部ブックレット江北地区参照） 

■ 宮城地域 

１.宮城氷川神社・宮城氏の碑  宮城町と江北地区を結ぶ江北橋のすぐ南

の土手際にある。この神社も大正 3 年に荒川放水路開削のため現地に移設

された。この時宮城の地も放水路で南宮城と北宮城に分かれてしまった。 

治承 4年源頼朝の挙兵に応じた豊島清光から 4代目豊島重信の次男豊島重

中がこの地を治めて宮城氏を称していたと言われているが、住居跡は不明

（江戸時代の新編武蔵風土記・宮城村の文中にも村の西の川の近くに、宮 

学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 

第１６回：小台（その２）・宮城・新田地域 
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天祖神社 

    珠明院 

東京都立荒川商業高等学校 

   小台の七庚申 

   宮城氷川神社 



 

城宰相の屋敷蹟、馬場蹟などがあったと記載されている）宮城氷川神社に碑がある。なお、この神社には陰

祭りがなく毎年９月のお祭りには神輿渡御や奉納演芸が行われている。 

2.下川家および地蔵院  氷川神社から 200ｍほど西にある下川家は江戸時代に代々名主を務めていた。元

禄 10 年 3 月武蔵国足立郡宮城村検地水帳ほか 3 冊の江戸時代の検地帳があったが現在は郷土博物館に保管

されている。検地帳には個人ごとに田畑・屋敷・藪萱野などの広さが記載されているが、さらに鳥見番所、

鶴寄場なども書かれていて、将軍などが鷹狩りに来た時に不猟にならないような配慮が見受けられる。 

隣にある下川家菩提寺の地蔵院には、元弘 3（1333）年、康永 2（1343）年、貞治 4（1365）年、年代不詳

の 1 基の計 4 基の板碑があり、この地に古くから人々が住んでいたことが推察される。 

3.馬さんレンガ工場の碑  隅田川にかかる北区へ続く豊島橋のたもと近くにあり、明治 4 年に下川馬次郎

が足立区ではじめてレンガ工場をつくったといわれている。  

明治初期には宮城・江北・小菅（今の拘置所のある所）など隅田川流域に多くのレンガ工場ができ、銀座

をはじめ各地のレンガ建築物の資材として使用された。特に宮城の千葉工場が焼いた黒レンガは、大正 3

年に建てられた東京駅の貴賓室にも使用されるほどであった。明治 40 年頃には、宮城地区で 5 社、江北地

区で 3 社、その他北区や荒川区にも工場がありレンガ産業は最盛を極めたが、大正 12 年の関東大震災でレ

ンガ建築物が倒壊してから、鉄筋コンクリートに替わられレンガは次第に使われな

くなったといわれている。 

4.阿出川家レンガ造りの蔵 宮城氷川神社の正面に、明治時代から江北村議会議員

や江北村長を歴任された阿出川家に残る地元の特産品レンガを使用した蔵で、母屋

は昭和 20 年 4 月 13 日の空襲で焼失したが、蔵は焼失をまぬがれて現在も使用され

ている。蔵の西側の屋根の鬼瓦の下におかめの面が取り付けられているのが珍しい。 

（参考文献「わが町の昔を語るー足立区の宮城と小台」高梨輝憲著による） 

■ 新田地域 

1.新田ハートアイランド（一番街～アクアテラＡ街区） 

 現在の新田三丁目は足立区誕生の昭和 7 年の時は鹿浜新田と一部は沼田

の飛び地であった。現地名は昭和 35 年地番整理、41 年に今の町名となっ

た。本地域は近現代工業地でもあったが工場の変遷が激しく最後はアズマ

と東神が昭和 62年合併しトーアスチールとなり平成 11年解散、その跡地

約 20ha をＵＲが買い隅田川と荒川の景観を生かしたＵＲ初の環境共生住

宅を建てた。各街区毎に水辺を外観できる個性的集合住宅である。本建築に関して北米照明学会外、各賞

を受けているが詳細は省く。 

2.東京都立足立新田高等学校 住所 新田 2-10-16  

  夏目漱石の文学碑が学内にあると聞いて尋ねた。『虞

美人草』の一節に、「上野や向島はもう駄目だが、荒川

は今が盛りだ・・・」 明治四十年の著で、荒川とは隅

田川のことである。(荒川放水路は未だ開削されていな

い) その当時からこの地の桜は有名であったのだ。学校

は、都教育庁指定のスポーツ名門校で、都立高校で唯一

の相撲部がある。千代大龍はじめ現役の力士を輩出している。この地は、かつて野新田と言われ桜草の群

生地であったため、校章に桜草がデザインされている。色付きの校章は珍しい。なお正式名称は新田高校

ではなく、足立新田高校である。 (一部碑文を参考にした) 

          （安藤、岡田、加藤、神戸、今野、酒井、佐久間、田中（桂）、田中（国）、原田）   

  

新田ハートアイランド一番街 

馬さん煉瓦工場跡（下川家）

東京都立足立新田高等学校 夏
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平成 25 年 12 月運営委員会は 12 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 

・予定の事業を運営委皆様の協力により滞りなく 

 終了御礼。新しい年も「楽学の会」にとって希 

望の年であるよう頑張っていきたいと思う。 

・足立区男女参画プラザ（1 月）、袖ヶ浦市教育委 

員（3 月）で講座の講師を務める。 

・193 号巻頭に各部局長の挨拶文を掲載願いたい。  

・第 16 回「ボランティア学習学会」参加（191 号） 

2.議事 

（1）情報交換 

 ・平成 26 年 1 月 22 日（水）に行われる「悠学 

の会」（府中）との交流会への参加者募集。 

（2）「社会教育」年間購読料 11 月末支払済。 

（3）月例会開催について 

 ・12/18（水）4 部局情報交換会・親睦会於綾瀬 

 ・1/15（水）新年会 於さくら。 

（4）あだち区民大学塾について 

・煕代勝覧 12/4、11 薬膳 12/5,12。 

計 14 講座予定通り終了。 

・2 月開始講座「黒田官兵衛」は同時期にＮＨ 

 Ｋ大河ドラマもあり、期待大（福田） 

・26 年は 6 講座決定。 

（5）25 年度受託講座について 

・「健康と安全をまもりたいあなたへ」 

11/20、27、12/4 研 1 18：30～ 

・「震災を知る-地域、生活、そして体験報告-」 

  3/13（木）、19（水）、26（水）の 3 日間開催 

  予定。安田より企画書配布あり。会場：研 1 

  講師 足立危機管理室 宇田川課長 

    関東学院大学 若松教授（6 年前にも地  

    震による液状化講座あり） 

      東日本大震災被災者 藤原氏 

（埼玉県鴻巣市で避難生活中） 

（6）各部局からの報告及び提案（上記重複省略） 

 ①学習支援部：部会、講座検討会議 12/18（水） 

 ②ボランティア活動推進部 

 ・出席者の多い、交流の場としての月例会をめ 

ざし、いろいろ模索中。 

 ・1/22「悠学の会」との交流会：午後１時 10 

 分(現地集合)会場 府中市生涯学習センター 

 ③広報部 

 ・「です。」「ます。」を「である調に」統一する。 

 ・HP・メルマガ 1/1 に更新予定。 

 ・HP に古川氏の参画検討中の報告あり（神戸） 

 ④事務局 ・年賀状発送 ・1/15 新年会の案内 

   を来賓名簿確認の上、年内発送する。 

（7）その他：神戸講師の「メモ帳」を受講した 

会員から「ワードの基本」講座の希望あり、 

 実施することになった。        

 

 

 

12 月 18 日（水）小雨降る中、午後 6 時から綾

瀬の「楽」で４部局の親睦会を開催した。 

これに先立ち学習センターで区民大学塾講座検

討会を開催、終了後一同揃って綾瀬駅から徒歩 

10 分程で店に着いた。嬉しいことに喜多村さんが

神戸さんと共に出席、17 名の参加者となった。 

鹿島学習支援部長による乾杯の音頭で開始さ

れ、喉の渇きもあり最初の１杯目のビールが最高

に美味しく感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和食で飲み放題、酒量が進み雰囲気が盛り上が

った処で各部局長の挨拶があり続いてカラオケ

タイムにはいった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌やダンスが最高に盛り上がり延長時間 30 分

過ぎたところで全員による北国の春を合唱、最後

の締めを早坂代表理事から次年度に向かって励

ましの言葉があり閉会した。 （岡田スミ子）      
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運営委員会だより 「楽学の会」各部局間の情報交換 

・親睦会開催報告 

（交流開始！！） 

★平成 2６年 新年の抱負募集★ 

「楽学ニュース」193 号に会員の皆さんからの

後の抱負等を掲載いたします。奮ってご応募くだ

い。文字数：300 字以内  

原稿締切：1/15(水)広報部、又は田中国弘迄 

Mail:Ku-tanaka@asahi.email.ne.jp      



 

 
今月の生涯学習センター講座運営ボランティ

ア募集は有りません。（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： 

『染料から見る日本の色の歴史文化』 
日 時：2/22（土） 午前 10時 30分～正午 
場 所：生涯学習センター 5階 研修室 1 
受講料：700円(一般の方) 、70歳以上・ 

障がい者：490円（要証明書提示） 
定 員：16歳以上、40人 
内 容：今日の「草木染め」と呼ばれるような

天然の草根木皮を用いた染色は、古く 5世
紀頃より行われています。国内はもとより

中国、東南アジアの諸地域からも輸入され

た希少な様々な染料が用いられてきまし

た。染料の変遷を辿ることで、日本の色の

歴史文化がどのように変化を遂げてきた

のかを見ていきます。 
講 師：國本学史氏（東工大 非常勤講師） 
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 

 

 
 大学塾「浮世絵」講座の堀口講師が足立朝日の 
「人・ピープル・ひと」に掲載されました。この

欄は一年で 12人しか取り上げられない人気のコ
ーナーで、区民大学塾の講師の点からも紹介され

ました。広報担当へ取材依頼が有ったものです。         

詳しくは会のＨＰの講師情報でもご覧下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○運営委員会 

1 月 6 日(月) 午後 3 時～5 時  研修室 4 

○月例会 （新年会） 

1 月 15 日(水)  午後 6 時～8 時 「さくら」 

○学習支援部 

1 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  

1 月 8 日(水)  午後 2 時～4 時 ワークルーム 

○広報部 

1 月 9 日(木) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

1 月 27 日(月)  午後 2 時～4 時 ワークルーム 

1 月 30 日(木)  午後 2 時～4 時 ワークルーム 

○事務局 

1月 14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  

1 月 15 日(水)  午後 3 時～5 時  研修室 4 

○大学塾講座企画会議 

1 月 6 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 

1 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 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

楽学インフォメーション 

★会合のお知らせ★ 

講 師 情 報 

メルマガ・ホームページからのお知らせ 

 
編集後記   

今年の「楽学ニュース」の 10大ニュースとま
ではいかないが、いくつかあげてみる。 
その１「タイトルの文字が 2色刷りになった」
（担当者は何回も刷り直しを試み色違いにも挑

戦中）。その 2「ページ数が 8 ページの号が多く
なった」（会の活動が活発ことでうれしいこと）。

その 3「駅シリーズの記事毎号掲載」（酷暑、烈
風の中取材に出掛け、見て、聞いて、ナマの声を

掲載した）。今年も数日で暮れますが会員の方々

には、何かと協力いただきありがとうございまし

た。来年もよろしくお願いします。（尾島美津江）
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・HPもリニューアル7年目。色々な課題も抱えます

が皆さんと力を合わせ「新鮮、楽しい、役に立

つ」の原点を忘れず取り組んで行きます。 

・メルマガの登録者数が本年170名を超えました。

これは、会員皆さまの協力の賜物です。来年も

勧誘PRしていきましょう。 

生涯学習センター 情報 


