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◆◆7 月区報掲載講座◆◆ 
 

あだち区民大学塾特別講演会 

東京未来大学・学生とお江戸ル堀口茉純 千住を語る 

  ～私達のまち千住の魅力！ 江戸から明治大正昭和、そして現在へ～ 

第１部：基調講演 「千住の歴史の魅力と面白さ」 

講師 堀口茉純（ますみ）さん （お江戸のアイドル＝お江戸ル）ほーりー 

第２部：千住「まち歩き」体験発表とトークセッション 

      体験発表 東京未来大学・学生 「私が千住で歴史を感じ、学んだこととは!」 

      コメンテーター 堀口茉純（ますみ）さん 

              三村昌司さん 東京未来大学モチベーション行動科学部講師 

日時：9月 21日（日）14時～16時 会場：東京未来大学みらいホール 定員 100人（無料） 
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平成 26年度大学塾第 2ステージ開催案内 
 

 

 

東京未来大学・学生 

とのコラボ企画 

＜千住「まち歩き」学生体験発表の事前フィールドワーク実施報告＞ 

6/29（日）梅雨の間隙をぬったような奇跡的な天候の中、堀口講師、三村先生の案内の元、学

生 22名・6グループが参加してフィールドワークを無事終了した。ルミネ 10F の千住宿ジオラマ

を前に、千住宿の成り立ち、特色を学んだあと、実際に千住の「まち」をゴールの千住大橋まで

自分たちの足で歩いて、歴史を体感した。途中、安藤昌益について地域の方の貴重な話も聞くこ

とが出来、9/21の講演会の体験発表につながる貴重な現地学習であった。学習状況は動画にも記

録された。    （運営スタッフ：江川、鹿島、加藤、今野、杉山、田中(桂)、田中、早坂） 

 

千住宿ジオラマ前にて、スタート 

（早坂代表、三村先生、堀口講師） 

真剣にメモを取りながら体験学習中 

（高札場跡） 

 
 

「千住スタイル」にも掲載されました 

２
面
案
内
画
像 

（
Ａ
Ｒ
動
画
案
内
も
有
り
） 

東京未来大の HPに AR 動画情報も掲載。http://www.tokyomirai.ac.jp/ 

堀口講師のブログも是非。http://ameblo.jp/hoollii/archive1-201407.html 

足立区広報紙 7/25号トップ頁、

2 面にも掲載されました。 
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「日本語の歴史と方言」 

 

 

■第 2ステージ 9月開催講座（7月区報掲載）■ 

 
 

 

 

 日本語は、世界文化遺産ともいえるほどの貴重な言語です。 

 どこから来て、どのような変遷を遂げてきたのでしょうか。 

 講座では、｢話し言葉｣を中心に日本語の「ことばの旅」にお誘いし 

その奥深さを知っていただきます。 

講 師 岡部晃彦(おかべあきひこ)氏昭和 42年 NHK入局(アナウンサ 
  ー)現在(一財)NHK放送研修センタ－日本語センター 専門委員 

日 時 9月 5・12・19日 各 金曜日 午後 2時～4時 
会  場 足立区生涯学習センター  研修室１ 
 

第 1回 日本語のルーツと特徴 
第 2回 音韻を中心とした時代別の特徴 
第 3回 共通語と方言 

 
■第 3ステージ 10月開催講座（8月区報掲載）■ 

 
 文豪 夏目漱石の世界 

～縁（ゆかり）の地を巡る～ 

「吾輩は猫である」「坊ちゃん」「こころ」など、人間の心

の深層を探り、生き方を問い続けた夏目漱石。同時代には

森鷗外、正岡子規など近代日本文壇を飾った文人達が活躍

した。漱石門下からは後世に 名を残した多くの後継者が輩出された。漱石を

取り巻く人々の心温まる交流を 通して現代人が忘れかけている心を学び、ま 

た「三四郎池」など縁の地を巡る。 

 

日 時 各土曜日 午後２時～４時 会 場 足立区生涯学習センター 研修室 4 ３回目 現地集合 

月 日 講義内容・現地学習 講 師 

10月18日 今、なぜ漱石か～漱石の生涯とロンドン留学～ 中島勝正氏 

近代日本文学研究
者 

足立区在住 

10月25日 漱石を巡る人々 ～正岡子規・森鷗外・三遊亭円朝・漱石山房～ 
11 月 1 日 現地学習～縁（ゆかり）の地を巡る～ 

 

上記の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。 

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） 

 

 

 

（１）「男たちのボランティアの今後」代替案 

これまで「男たちのボランティア」の中で築いてきた絆を活かし、主に定年退職後の男性が地域デ
ビューするきっかけ作りの場として、サロンを立ち上げる。 

男ボラ実行委員会メンバーが主体となり、参加者同士が交流し、連携事業の企画・検討などを行
う場とする。活動日は月１回程度（幹事は当番制）。運営費用は月１万円程度補助（社会福祉協議会）、
イベント開催費、会場代、広報費など。 

会場（活動場所）は総合ボランティアセンター、社協西新井分室他。 

（２）自主的な取り組みの内容については今後検討する。 

（３）第 3回検討会：平成 26 年 7月 24 日（木）18時 30分～           （齋藤龍男） 

平成 26年度第 2、第 3ステージ あだち区民大学塾開催案内 

 

著書 

「会社でうまくいくビジネス・コミ

ュニケーション」（郵研社） 

 

 

日本語面白ゼミナール 

元 NHKアナが語る 

「男たちのボランティア」の今後に関するあり方検討会議第 2回（6/27）報告 

file:///F:/T.Kobayashi-1/楽学の会/楽学ニュース/199号/199号初版724/E-Mail：t3436s@yahoo.co.jp%20　


 
 

「論語」に遊び 孔子に学ぶ ～論語の唱和・素読～ 

7月 9日、16日、23日（各水曜

日）研修室 1、須藤明美先生を招

きシリーズ第６弾開催、延べ 114

名の受講でした。 

1日目：孔子の生涯と孔子の教え 

論語の唱和・素読、大きな声で講

師の後について読む 

2日目  孔子～曾子～子曾子～孟子 

教科にそって論語とは、孔子が誰かに話しかったことを書いた論という。 

仁とは思いやりの気持ち優しい思いやりの理屈ではなく性善説の証明。論語 1～32 の中に多くある。孔

子の口先だけの言葉、孔子（論語）～曾子（大学）子曾子（中庸）孟子（孟子）四書に親しむ四文字熟

語が多くある。 

3日目、下村湖人「論語物語」について 

「志を言う」自分にとらわれずに他を思う。多くの門人たちが帰った後で顔淵と子賂の二人を相手に浮

間において自分より後輩だが、孔子に真正面から訓戒されることを出すその堪えられないところであっ

た。老人たちの心を安らかに、盟友とは真意をもって係わり年少者に親しまれました。 

との論語に係わる講座であった。                         （大藤久子） 

 

[   寄贈本の紹介 ]   「60歳新入社員の伸ばし方、活かし方」 

﨑山みゆき 著（株式会社自分楽代表取締役） 
    発行所 労働調査会 1,500円＋税 

60歳新入社員は頑張ってくれるけれども、扱いにくい部分がある。 

そこで生まれたのが本書。 

序章：60 歳新入社員のタイプ 

第１章：職場の年上部下の OJT はこう進めよう！ 

第２章：「疲れた」といわせない社内研修の進め方 

第３章：ああ間違い！そのライフデザイン研修がモチベーションを下げている 

第４章：これからの時代 60歳新入社員研修はこう作ろう 

第５章：60代人材を若手はどう活用するか 

「年上部下」とのコミュニケーションは、スキルだけでは解決できない。今までに 

なかったノウハウを本書は示しています。 
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９月「月例会」のご案内 

９月の月例会は、次の通りです。よろしくお願いします。 

日 時 9/17(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 活動会員の体験発表（様々な活動の様子を知ります）                 

                            （ボランティア活動推進部） 

  

 



 

 

 

 

          ■企画展「明治という夢」関連シンポジウム に参加して■ 

7 月 27 日（日）足立区立郷土博物館で「明治期足立の光と影」と題しての講話がありました 

   ・幕末の新選組、明治の千葉家       あさくらゆう氏 

   ・千住中組・高尾家からみる明治の名望家  三村昌司氏 

   ・近代足立の文化 －江戸文化志向－     多田文夫氏 

 

概要は以下のとおりであった。千住遊郭は、

現在の北千住駅前付近にあり、明治 13年には

23 軒を数えるほどの繁栄をした。森鴎外の父

静男の「橘井堂」医院、千葉さなの「灸治院」

は、遊女達の健康管理も一つの目標として開

業された とは初めて聞く話であった。 

また、千住の高尾家の社会的働きは、千住宿の重鎮だけにとどまらず、当時の生活基盤であっ

た見沼代用水等の水利関係の役職を歴任したことなど、明治の名望家とは、このような人を言う

のであろうか？千住地区にかぎらず足立では、幕末から明治にかけて、江戸文化を志向した文化

が盛んになった。理由ははっきりしないが、千住は東北への窓口であり旧幕臣を含む人材が多か

った事、物流の拠点・交通の要所として経済的余裕が生じた、江戸文化の再評価（江戸回顧）、世

代交代等が考えられるとの事、現在でも祭囃子・富士塚・荒川堤桜などの名残がある。等々大変

興味深く、足立の歴史を知ることが出来た。 

最後に、千葉周作から 5 代目（？）の方の話、北辰一刀流「玄武館」の現道場主の話などがあ

り、あっという間の 2 時間であった。講師 3 名の講話は、それぞれ個性があり大変面白く、今後

もこのような講演が開催されるよう期待

する。 

注：名望家とは、単に財産と教養を有し

た名門の資産家というだけでなく、何等

かの社会的行為によって、民衆から尊敬

や名誉・名望を勝ち得ていた者。 

  （江川武男） 

 

7 月 5 日第１回企画会議が行われた。趣旨は普段行っている各団体の事業など、フェスティバルを通
し、それぞれの団体と連携すること。１回目の会議では、昨年を振り返り今年度は、企画提案をもとに
現段階で考えている出展内容を共有、複数の団体が連携して何が出来るか、集客をいかにするかを話し
合った。次回は 8月 9日                       （ボランティア活動推進部） 

 

 

 

 

企画展『明治という夢』シンポジウム 

明治期足立の光と影 

あだち NPOフェスティバル企画会議報告 

あだち NPOフェスティバル参加者募集 

平成 26年 9月 21日（日）午前 11時～午後３時 

足立区役所１階アトリューム 

区内の地域や NPO活動を盛り上げるイベント 

あだちサークルフェア 2014参加者募集 

平成 26年 10月 11日（土）12日（日） 

午前 10時～午後 5時 生涯学習センター 

ボランティアへのキッカケづくりと仲間づくり 

 

 

 

メール：齋藤（ボランティア活動推進部）t3436s@yahoo.co.jp 

FAX・電話：03-5813-3759 事務局掲示板チラシ書き込み 
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■「荒川コミュニティカレッジ」学園祭レポート■ 

7 月 27 日（日）、学習成果発表のご案内をいただき、会場となったサンパール荒川を久方ぶりに訪問

した。当会の活動体験に参加された皆様の発表会ということで、パンフレットには「体験教室」「ワーク

ショップ」など、子どもから大人まで楽しめる企画が盛りだくさんと、学園祭の魅力がアピール。早朝

の猛暑も何のその、足取りも軽くエレベーターを降りると、受付には既に親子ずれが並んでいた。先ず

は、昨年と２年続きで、当会を訪問して下さった福原健次さん（健康・福祉学科２年）のブースを訪ね

た。福原さんには「楽学の会の先進的な取り組みのノウハウをもっと学びたい」と、体験活動への意欲

を語っていただき、荒川区の事業が受講生に根づいていることが実感された。そして、昨年よりカッレ

ジ担当となられた社会教育指導員・伊藤祐樹さんや以前よりお世話になっている社会教育事業係長・萩

原いずみさんの、学園祭への熱意が伝わり、これからも相互に学ぶ機会を築き上げていきたいと考えた

発表会でした。                                （早坂津夜子） 

受付風景          担当 伊藤さん        ブース 福原さん 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『楽学の会』の担当になりまして２年になりました。企画会議や調整会議に参加させていただき、 

皆様の講座に対する熱く真剣な姿勢に圧倒されることもしばしばです。また、新人事ということ 

ですが、これまでと変わらず委託事業の開催や、講座での運営ボランティアの参加などもよろしく 

お願いいたします。今後も『楽学の会』の活動がよりスムーズに運びますよう、およばずながらお 

手伝いさせていただきます。              生涯学習センター副所長 鳥塚春樹 

 

荒川コミュニティカレッジ 

学園祭 
-3 -2- 

新体制「各部局の役割と担当」 

学習支援部  
・あだち区民大学塾事業 
企画会議  鹿島、佐久間、（記録） 
検討会議  福田、今野、（記録） 
センター窓口 福田、 

ボランティア活動推進部 
・月例会グループ 齋藤、 
・ネットワークグループ 安田、鈴木、 
学習情報収集グループ 岡田、 

広報部 

・会報グループ  金子、加藤、小林、 
・HPグループ 神戸、杉山、 
・メルマガグループ 小林、 
・講座開催案内  
広報部にて作成(4講座分をＡ4,１枚に圧
縮・整理) 
・「楽学の会」・「あだち区民大学塾」 
26年～27年度行事予定表 広報部手配 

事務局 
総務グループ 原田、岩元、 
経理グループ 市川、関口、 
＊現金出納  市川、関口、 
大藤幹事 全体アドバイザー 
「あだち区民大学塾」事務局当番表作成 金子、 

受託事業プロジェクトチーム 
安田、早坂、福田、田中（桂）、金子、 
江川、齋藤、 

「あだち区民大学塾」事業のもう 1人の“ちから持ち” 
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運営委員会だより  平成 26年 7月 1日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「社会教育」８月号記事紹介 

※当会顧問と早坂代表理事が執筆、ぜひご覧ください。 

∞∞∞ ◆  2014年 8月号（818号）本体 743円  ◆ ∞∞∞ 

 

         社会教育施設とボランティアのコラボレーション 

～行政と民間の協働 これまでの 10年、これからの 10年～ 

［論文］◆ 市民主導の生涯学習活動に社会教育施設はどうかかわるか 

                   桜美林大学名誉教授 瀬沼克彰  

     ◆ 社会教育施設ボランティアからみた文化ボランティア・コーディネーターの出番  

      国際化・多様化時代のコーディネーター養成講座 ～遊び心で感性をみがこう～ 

                 文化ボランティア・コーディネーター  大久保邦子 

［事例］◆ 新たな連携を目指し「創る」「教える」「学ぶ」を支援する 

                 NPO法人あだち学習支援ボランティア「楽学の会」 

                              代表理事 早坂津夜子 

                           

年会費納入のお願い 
26 年度、会費の納入をお願いします 

  正会員    年会費 2,700円 

  賛助会員   年会費 2,500円 

       （楽学の会事務局） 
 

1.代表挨拶：報告および提案 
6 月より新たな人選で各部局長のもとに、活動

を進めて頂いていると思います。本日、部局長会
議を開催し各部局の役割や部長としての認識の
在り方などを、課題としたところです。変化に対
応することは、会の活性化にもつながると考えて
おりますので、よろしくお願いいたします。 
「あだち区民大学塾 特別講演会」に伴う東京未
来大学・学生との「まち歩き」は無事に終了する
ことが出来ました。その中でも新部長の事業に対
する責任感と細やかな配慮を目にしました。 
事業はまだ五合目、9 月の頂上に向けて皆様の

ご協力をよろしくお願いいたします。また、今回
は行政側も事業の広報に大きな力で支援をいた
だきました。 
「あだち広報」7/25日号の巻頭に堀口茉純講師、
東京未来大学学生の写真を掲載して頂けることに
なりました。今回は各地域学習センターの事業な
ど足立区民の学びの場を支援する形の特集になる
ようです。そして「区長と区政を語り合う会」で
提案されたことが少しでも形になっていくこと
は、意味のあることだと思います。 

 
2.議題 
（1） 情報交換 
・あだちサークルフェア 2014 10/11、12 に開催
予定 

 

・NPOフェスティバル 2014 9/21（日） 
・当顧問・﨑山みゆき氏より著書寄贈「60 歳新
入社員の伸ばし方、活かし方」 
 
(2)月例会開催について 
・7/17（木）暑気払い７階「さくら」PM6:00～ 
・８月休、９月「体験発表」詳細は部会にて決
定予定 

 
(3)部局長会議について 
・7/1 午前中開催、内容は別に掲載 
 

(4)あだち区民大学塾 
・大学塾 「宮沢賢治」「認知症予防」6月終了 
・「論語」7/9,16,23 実施 
 
(5) その他 
・NPO 提出書類  都庁 本日郵送、法務局 

7/3提出予定 
   ・講座のメール受付について 
    地域文化課、菊島係長と打合せ中 メール受

付を実施するのは、難しい状況であり、決ま
り次第報告する 

・メルマガ「契約」更新  ８月末期限、広報
部にて検討 →原則継続とする 

以上 

 

＊ お知らせ  

当会顧問である 平沢 茂教授が文教

大学名誉教授に就任されました。     
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梅雨明けが待たれる中、恒

例の暑気払いが 7月 17日(木)

午後 6 時より、生涯学習セン

ター７階「さくら」において

開催され、26名の参加があり

ました。 

 先ず、早坂代表理事の挨拶

と新入会員４名の方が紹介さ

れました。 

続いて生涯学習センター・平野所長より挨拶をいただき、鳥塚

副所長のご発声で乾杯。26年度の新部長・理事が改めて紹介さ

れました。公務でお忙しい中ご出席下さった、地域文化課・松

野課長からは「特別講演会」の情報を足立区として報道機関に

リリースして頂けるという嬉しいご報告もいただきました。 

そして、会員も楽しみに

していた 6 月 29 日(日)

実施された、東京未来大

学とのコラボ企画「千住

まち歩き」の動画の解説が広報部・田中さんによって行なわ

れました。 センター田中副所長も駆けつけて下さり、後半は

ボランティア活動推進部・鈴木さんの楽しい進行の中で歓談。

カラオケで宴もたけなわの中、全員で「ふるさと」「夏の思い

出」を合唱、江川常務理事の中締めで散会となりました。頼

もしい！新会員も増え、会員相互の親睦もますます深まりま

した。 明日からまた文字どおり“心身の暑さを払い冷気を

取り入れて”お互いに頑張りましょう。 

（市川道子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 月例会・暑気払い報告 ７月１７日 

 

７月 月例会・暑気払い報告 ７月１７日 

 

 

 



 

 

生涯学習センターボランティア情報 
 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：世界遺産が危ない… 
環境破壊と人類 

日 時：8/30(土） 午後 2 時～4時 

場 所：生涯学習センター 5階 研修室 1 

受講料：無料 

定 員：40人 

内 容：世界遺産の中でも地球環境の変化や人為

的な原因などで危機に瀕している「危機遺産」に

ついて学び、次世代の子供たちに世界遺産を遺す

ために我々ができることは何かを考えます。 

講 師：山口 利光氏（NPO 法人 世界遺産アカ 

デミー 世界遺産検定事務局） 

◎辞書って面白い～体験！ 
国語辞書づくり講座 

日 時：9/6～20 毎週土曜日 午後 2時～4時 

場  所：生涯学習センター 5階  

研修室 5（9/6）、研修室 4（9/20） 

9/13 は辞書に載っていない言葉を探しに千住

の街に出ます。 

受講料：2,100円（一般）、 

1,470 円 (70 歳以上の方、障がい者手

帳をお持ちの方) 

保険料：10円（9/13の街歩きの時、徴収） 

定 員：16歳以上の方、25 人 

内 容：国語辞書はどのようにしてつくられるの

でしょうか。この講座では実際に街に出て、まだ

辞書に載っていない言葉を捜し、その言葉に説明

文をつける作業を通して学びます。お持ちの国語

辞書をご持参ください。 

講 師： 飯間 浩明氏（三省堂国語辞典編纂委

員、早稲田大学講師） 

 

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 

 

 

 

 

 

 

足立区堀の内公園「大賀ハス」 

  

 
 
 
○運営委員会 
8月 4日(月) 午後 3時〜5時 研修室 4 
9月 1日(月) 午後 3時〜5時 研修室 4 

○月例会  
  8月 休 会 
9月 17日(水) 午後 3時半～5時半 研修室 3 

○学習支援部 
9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  
9月 10 日(水) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

○広報部 
9月 5日(金) 午後 2時〜4時 ワークルーム 
9月 16日(火) 午後 2時〜4時 ワークルーム 
9月 25日(木) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

○事務局 
8月 5日(火)午後 2時半～4時半ニュース発送 
9月 2日(火)午後 2時半～4時半ワークルーム 
注：8月の各部局会議はお休みいたします。 

○大学塾講座検討会議  
8月 休会 
9月 17日(水) 午後 2時〜3時半 研修室 3 

○大学塾講座企画会議 
8月 4日(月) 午後 1時半〜3時  研修室 4 
9月 1日(月) 午後 1時半〜3時  研修室 4 

★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 神戸 明  電話：03-3606-0058 

   E-Mail：a-kambe@adachi.ne.jp 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習センター 情報 楽学インフォメーション 

★会合のお知らせ★ 

 

 

編集後記 

  今月の表紙は、学生さんとのコラボ企画「私

達のまち千住の魅力」を運営ボラと一緒に足で

体験。ほか、夏休み家族でまなぶやさしい論語

など、楽しい企画が紹介されています。 

酷暑 熱中症対策も必須です。（尾島美津江）      

 

 

「楽学ニュース 200号」発行に向けて 

“投稿”をお待ちします 

 

平成 8 年 9 月第 1号発行 皆様の活動内容をお

伝えして、今年 9月には 200 号を迎えます。皆さ

んのお声も掲載致したく記憶に残る出来事や活

動の楽しさ等、投稿をお待ち致して居ります。 

記事期限： 9月 15日  

記事量 ：200字程度「広報部」宛 
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