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このたび、会の発足以来、活動の情報発信を続けてまいりました会報誌「楽学ニュース」が、200 号

を迎えることが出来ました。18 年の歳月を繋いでいただきました会員の皆様と、活動を支えていただき

ました関係各位に感謝申し上げます。 

今回は、201 号までを特集号とし、次号では普段見ることのない情報発信担当者の様子を「広報部員

座談会」として語っていただきます。これからも楽学の会は、地域のボランタリー精神豊かな仲間と共

に「活動の今をつなぎ」未来を創造してまいります。           （代表理事 早坂津夜子） 

 

 

 

 
 
 

平成 26 年 9 月 21 日（日）午後 2 時から、東京未来大学みらいホールに於いて、あだち区民大学塾特

別講演会を開催。第１部はお江戸のアイドル堀口茉純（ますみ）さんが「千住の歴史の魅力と面白さ」

で基調講演。第 2 部は東京未来大学・学生が千住「まち歩き」のテーマ「私が千住で歴史を感じ、学ん

だこととは!」を若者感覚で体験発表。堀口講師と東京未来大学講師・三村昌司先生がコメンテーターと

してトークセッションを行った。会場ほぼ満席となった 125 名の聴衆皆さんに大いに楽しんで頂き、好

評裡に終了した。そして何より学生自身が地域の歴史を学び、今を深く知り面白さを実感したようだ。 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あだち区民大学塾特別講演会 開催報告  
「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～ 

楽学ニュース 200 号を迎えて 

△ 第 2部：東京未来大学・学生の体験発表スタート △ 特別講演会を支えた関係者全員で「やった！」
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△ 第 1 部 お江戸ル堀口茉純さんの「基調講演」

（運営スタッフ：東京未来大学・体験発表学生の皆さん  
「楽学の会」江川武男 岡田スミ子 鹿島健一 加藤憲之 今野君江 杉山眞澄 田中国弘 田中桂子 早坂津夜子）
「特別講演会」の様子は、JCN足立のニュースで 9月 23 日放映された。 

第 200 号  (発行 平成 26 年 9 月 30 日)  
                     
【編集・発行】 
 特定非営利活動法人  
あだち学習支援ボランティア「楽学の会」 
【 事 務 所 】 早坂 津夜子 方 
〒120-0001 足立区大谷田 3-1-15-203 
ホームページ http://gakugaku.main.jp/  
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△ 入場開始：受付にたくさんの参加者 

特集号



  

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

今回の企画では、講師としても足立区民としても、本当に貴重な経験をさせていただいたと思ってお

ります。座学→フィールドワーク→講演会という流れの中で、若く素直な感性の学生さん達と、足立区

の魅力を伝えることができたのは、とても嬉しかったですし、楽学の会の皆さんや地元の方からは様々

なことを教えていただき大変勉強になりました。なにより、私自身ますます足立区が好きになりました。

御縁に感謝！ありがとうございました。 
 
 

 
【１班】＜槍掛けの松＞ 

大学 4 年間でお世話になる足立区の歴史を

教えて下さった堀口先生や楽学の会の皆さん

に感謝しています。なかなか歴史を聞きながら

街歩きは出来ないし、およそ 100 人の前で発表

する機会も無いのですごく良い経験となりま

した。各班それぞれが深く調べていて更に勉強になりました。そして、内気な私にとって講演会を通じ、

自分自身に自信がつき、一歩前進出来た気がします。 
 

【２班】＜清亮寺＞ 

今回のフィールドワークに参加して感じたこ

とがあります。私のグループは清亮寺について

発表しました。解剖人の墓の話を聞いて、凄く

びっくりしたことがあります。この墓には解剖

された人の名前が書いてあり、名前の間には『刃』という文字が刻

まれていました。理由は罪人を表す言葉だそうです。私は、北千住に行ったことがありますが、知らな

かったと思います。こんなに歴史があり、深いことを知りました。参加して良かったです。 
 

【３班】＜名倉医院と荒川放水路＞  

自分は高校まで新潟に住んでいたので大学か

ら東京に住み始めました。歴史学の授業の時に

自分が通っている大学の近くがどんな歴史か全

くしらなかったので、これは歴史を知るいい機

会だと思いフィールドワークをやることにしま

した。まず荒川が人工的に作られた川ということにびっくりしたと

同時に多くの人達の努力と多額な資金があったからこそできたことだと思いました。フィールドワーク

でいろいろな歴史を知れて本当に良かったです。ありがとうございました。 

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 
(14:00～14:50) 

第 2部：千住「まち歩き」体験発表とトークセッション(班別感想) 
学生発表６班 
(15:00～16:00)

＜受講者の皆様の感想＞ 

○江戸と現代、浮世絵の歴史を交えて興味深く

お話を聞きました。 ○浮世絵と絡めてのお話が

良かったと思います。 ○スライドを効果的に使

って参考になりました。楽しい講演でした。有

難うございました。 ○あだち広報の浮世絵に描

かれた風景が東京未来大学のそばであった話に

とても驚きました。 
＜堀口茉純 講師のメッセージ＞ 

浮世絵とマップで熱く千住の魅力を語るお江戸のアイドル 
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【４班】＜北千住探検・勝専寺＞  

わたしは、この講演会を通じて大きく成長できまし

た。具体的になにがというより普段、経験できないこ

とをフィールドワークも含めて経験できたので将来

の自分にとって大切なものになりました。 

わたしは大学が近いので北千住に住んでいるのです

が、この講演会がなければ北千住のことをなにも知らないで過ごしていたと思います。また普段はこん

なに年齢が離れた人たちと触れ合う機会、発表する機会など無いので本当に良い経験になりました。 
 
【５班】＜安藤昌益＞  

今回、歴史学という授業を通して今まで知らなかっ

た北千住の様々な歴史を知ることができました。 

私たちは安藤昌益について調べ発表しましたが、安藤

昌益という人物も今回のフィールドワークを行い初め

て知りました。昔にこんな現代的な思想を持っていた

ことに驚きながらも、会ったことのない人物を調べていくのは不思議な気持ちもありました。 

他にも色々な北千住の歴史を発表で知ることができ北千住をさらに身近に感じることができました。 
 
【６班】＜やっちゃ場＞ 

今回のフィールドワークでは、身近にこんなにも面

白い歴史が隠れているということを知り、普段何気な

く見ている風景や道のひとつひとつに興味を持ちなが

ら学びを深めることができました。また、講演会当日

はとても緊張しましたが、自分たちが感じたことを大

勢の方に聞いて頂き、良い経験になりました。またこのような機会があれ

ば、ぜひ参加したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

＜東京未来大学・三村昌司先生のメッセージ：特別講演会を終えて＞ 

歴史には「場所」がつきものです。人間は地に足をつかないと生活できませんから、 

当然どんな出来事にも「場所」があります。しかもそれは、大抵「小さな場所」です。 

堀口茉純さんのご講演は、そんな「小さな場所」にこだわったもので、その眼差しに共感しました。

また東京未来大学の学生は、事前フィールドワークで興味をもったことについて発表してくれました。

学生が終了後書いた感想を読むと、知識が増えただけでなく、「歴史は小さな場所に宿る」ということ

も直感的に掴んでいるようでした。その感覚を大切にしてほしいと思っています。最後に、諸々ご尽

力いただいた楽学の会はじめ関係各位に深くお礼申し上げます。ありがとうございました。 

＜受講者の皆様の感想＞        （一部ご紹介） 

○ 学生が歴史を学び、気づきの大切さが良かった。 

○ 多少のミスはあっても、それを十分カバーしきるだ

けの学生さん方の「学ぶ意欲・学んで良かった。今後

もっともっと深めていきたい。」という情熱が溢れてい

る様子が見られて良かったです。 

○ 街を知り、歴史を知り、一生懸命さが伝わり素敵な

フィールドワークの発表だったと思います。 

○ 学生さんが地域密着し研究する事 

が大いに勉強になるでしょう。 

＜トーク 

セッション＞ 

・三村先生と
堀口講師で更

に掘下げトー

ク  (写真上）
・現地学習で
お世話になっ

た安藤昌益を

調べる会・相

川会長も登

場！（写真下）

(早坂代表御礼挨拶) 
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源氏物語入門Ⅳ～自分流で読む 源氏物語入門Ⅳ ～ 自分流で読む「源氏物語」～ 

江戸四宿と五街道 

 

 

 
 
源氏物語に描かれた人間模様は、時を超えて、私たちに多くの問いかけをしています。今回は本文を
読みながら光源氏が理想の女性として育てた紫の上の内面を「若紫」から「御法

みのり

(みどり)」までの名場
面を読み解きます。 

講 師 竹石たか枝 氏  国文学研究者 
日 時 11 月 8・15 日 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 
 

第 1 回 紫の上の愛と孤独 

第 2 回 紫の上の苦悩と死 

 
  

 
全国統一を目指した徳川家康は天下取りのために街道整備に乗り出し、交通網を確保するとともに情
報網を構築した。その発信拠点として江戸四宿を設置した。 
その成り立ちや役割にはそれぞれ特色がある、それを理解し、地元千住宿の文化や経済にすぐれてい
た点を再認識していきます。 
 

講 師 安藤義雄 氏  元都民カレッジ ・江戸東京科講師 

日 時 11 月 18・25、12 月 2・10・16 日 各 火曜日 午後 2 時～4 時 
（ただし 4 回目 12/10 は水曜日開催） 

会  場 足立区生涯学習センター  研修室 1 
 

月 日 講義内容 
第１回 宿駅と五街道 

第２回 東海道と品川宿の役割と風俗 

第３回 中山道の道筋と板橋宿 

第４回 甲州道中内藤新宿の屈折と風俗 

第５回 日光道中・千住宿の機能と生活文化 

 

センター講座 運営ボランティア参加報告 

「ボストン美術館華麗なるジャポニスム展」 
8月 10日（日）午後 2時より、生涯学習センターで開催。受講者 177名 
講師は、公益財団法人せたがや文化財団世田谷美術館学芸部企画担当課長の
遠藤望氏、先ずボストンという町の説明から入り、ボストン美術館に多くの日
本美術が集まったのはエドワード・モース、ア
ーネスト・フェノロサ、岡倉天心、ウイリアム・
スタージス・ビゲロー4 人の大きな力があった。
北斎、広重などの日本の版画家が、モネ、ゴッ
ホに影響を与え、日本の遠近法を取り入れたり、

19世紀後半は日本趣味として日本の様々なものを取り上げ、日本人らしく
ありたいという思いで、そっくり模写して描いている作品が多い。ぜひ本
物を美術館で観て欲しと結びました。沢山のスライドを観ながら、日本人
の心をつかむ力が大きいことを感じました。参加ボランティア 10名。 

         （田中桂子） 
 

 

平成 26 年度 第 3ステージ あだち区民大学塾開催案内 

名所江戸百景 千住大橋 
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家族でまなぶやさしい『論語』 

 講師  須藤 明実氏    平成 26 年 8 月 6 日開催 

今回は、夏休み、お子さん中心の『論語』を楽しむ集いです。 

5 歳以上の小学生のお子さんと保護者を対象に、「素読は楽しい、

分かるから楽しい、良い言葉は力を、元気を預ける」といった内

容で、37 名の出席者があり開催されました。 須藤先生は、多く

の『論語』の中から「子曰く、徳弧ならず、必ず鄰有り」（思い

やりのある子は、必ず、分かり合える友だちができます）を始め、

成長していく子供たちに重要だと思われる８語句を取り上げ、分

かりやすい説明と共に、会場には子供たちの元気な声が響き、保護者と共に楽しい雰囲気で繰り返し素

読が行なわれました。「論語」は、国や時代を超えて伝えられてきたものであり、次の世代に伝えること

は、教養の一つとして重要なことであると感じられました。 

                           （関口 博子） 

日本語の歴史と方言 

9 月 5・12・19 日（金）講師 岡部晃彦氏をお迎えして開催され、

受講者延べ 101 名が参加した。 

1 回目：日本語のルーツは北方語系と南方語系の両方から入っ

てきたと思われる。世界の中で話されている言語（3000 種くらい）

の中で日本語は9位に位置している。特徴として主に和語に漢語、

外来語を用い敬語は複雑である。 

2 回目：奈良と奈良以前は話し言葉が主で日本独自の文字はな

かった。やがてカタカナ、ひらがなが誕生し、室町時代に外来語、

ローマ字が入ってきた。江戸時代は識字層が広がり時代とともに言葉は変化していく。 

3 回目：標準語は東京の言葉で、それに各地の言葉を取り入れた言葉が共通語である。方言とは地域

による言葉の音韻、語彙、文化の違いであり、何が正しい言葉で何が正しくない言葉とは言えない。「方

言はいにしえの言葉の化石である」 

アンケートより、難しかった・高度の内容でよかった・また、このような講座をお願いしたい。 

（佐野祝子） 

センター「ボランティアスキルアップ研修・緊急時対応の知識」参加報告 

8 月 5 日  生涯学習センター研修室・講堂 

生涯学習センターの事業に、ボランティアとして参加されている方たちを対象

に、今年度もスキルアップ研修として、火災や地震の発生など緊急時の対応方

法について学びました。 

① 救急救命講習（千住消防署職員による実習、心肺蘇生と AEDの使い方） 

② 火災、地震発生時の対応について（座学） 

③ センター施設内の避難経路、防災機器の確認（見学）  （金子勝治） 
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あだち NPO フェスティバル 2014 参加報告 

平成 26 年 9 月 21 日 

足立区役所中央館 1 階 

アトリウムで行われた。

前回より 10 団体多く、

今回は 53 団体参加の内

21 団体が初参加で会場 

の各ブースは、まさしく 

～うごき出せ 地域の

チカラ～ が盛り上が

っていた。好天にも恵まれ多くの来場者があり、趣向を凝らした各ブ

ースを楽しんでいた。多くの方が「楽学の会」にも興味を持ち立ち寄

って下さり 15 名から訪問者の署名を頂けました。地域のちから推進

部長 井元浩平氏も訪問して下さいました。     （田中桂子） 

 

「あだち区民大学塾」講師情報（万華鏡講座） 

東武線竹ノ塚駅東口から徒歩約 7 分程のところに製造業の多い足立ブランドの中では異色の存在であ

る（有）プリント・アート社がある。平成 25 年 5 月あだち区民大学塾講座で「脳に活力を与える両目で

見る万華鏡の世界」と題して社長の島崎勝信氏に講義をいただいた。

最近ＴＶ東京でも「偏光板アートのすごい人」として紹介された。偏

光板アートは、1995 年に色変化するアートとして東京都発明展におい

て東京都知事賞を受賞している。光の三原色は赤、青、緑でそれを合

わせると白（透明）になるので裸眼では色がないのに、偏光フィルム

を透かして見ると見えなかった色が見えてくる。また 2004 年国際万

華鏡協会展において最優秀賞受賞。大万華鏡は、両目で見られるし、視点が遠いので目が疲れない、老

齢者や身体が不自由な方でも見やすいなど、温かい発想で出来ており、脳に心地良い刺激を与える「ヒ

ーリングスコープ」としても活躍している。                   (佐久間 實) 

「男たちのボランティア 2015」第１回実行委員会開催（8/27）報告 

はじめての参加者のために、「男たちのボランティア」とは？について事務局から資料に基いて説明。 
開催は、平成２７年２月７日（土）、会場は、足立区役所庁舎ホールと１階アトリウムと決定した。 
次に、実行委員長と副実行委員長の選出を行い、実行委員長に大竹吉男氏、副実行委員長に緑川フミ子

氏（いずれも足立区ボランティア連合会所属）に決定した。 
次に、タイトル・テーマについては、例年通り、タイトル：男たちのボランティア 2015、テーマ：扶け

あう地域づくりで生涯現役と決定し散会した。           （ボランティア活動推進部） 
 

「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 3回（7/24）報告 

男たちのボランティアサロン（略称：男ボラサロン）を立ち上げ、年に一度のイベントから、月に一度の
サロンへと活動を展開することに決定。 
区内で様々な活動を行っているボランティア団体・NPO 団体・個人がタッグを組み、構成団体の活動内容や

特色を活かし、福祉、健康、教育、文化、まちづくり等々、様々なテーマで、区内各所でサロン活動や講座、

ミニイベント等を展開する。詳細はサロン運営委員会で決定する。           （齋藤龍男） 
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9 月月例会報告  平成 26 年 9 月 17 日（水） 

はじめに早坂代表理事の挨拶があり、活動会員の体験発表が行われた。 

宮崎信廣氏         和久井広氏         佐久間實氏 

★宮崎信廣氏「劇団 SAKURA 前戦と私」：よく観るうちに、舞台の裏側に興味が湧き、演劇への思いを熱

く語り入団を許された。嬉しかったことは「モナコ公演」で、観客が総立ちになり拍手が鳴り止まなか

ったこと。食える劇団になるため営業に多忙を極めている。 

★和久井広氏「足立区政を見守る会の活動」：お互いの意見を言い合う事が主な活動。仕事と違い、区政

に関して自由な討議ができる。現在の主な活動議題は、・郷土博物館の経営・竹の塚駅高架化と駅周辺の

まちづくり・孤立ゼロプロジェクトへの協力。 

★佐久間實氏「2010 年入会後の活動」：熱心に勧めてくれる人がいて「楽学の会」に入会した。一番楽

しかったのは「駅シリーズ」で、皆でわいわいがやがや、現地に行って２年半地域を駆けずり回って、

いろいろな施設・人に出会い勉強させてもらった。 

引き続き、国立教育政策研究所社会教育実践研究センター・社会教育調査官 波塚章生氏より「わが

まちの社会教育主事」の講演を頂き次のメッセージを頂戴いたしました。 （ボランティア活動推進部）  

              

       

今回、ご縁があって月例会で当センターが作成したリーフレット「わがま

ちの社会教育主事」を御紹介させていただきました。個人的にも以前から楽

学の会の活動状況を一度拝見したいという気持ちもありましたので月例会の

前に行われた「あだち区民大学塾」の講座検討会議も傍聴させて頂きました。 

 途中からの傍聴ではありますが大学塾講座検討会議では、講師との事前の

やりとりを踏まえた提案者からの説明に対して、企画の意図や講座名について、会議メンバーから様々な突

っ込んだ意見が出されておりました。楽学の会が長年「あだち区民大学塾」を担ってきた理由が、検討会議

での真剣な議論から伺い知ることができたような気がしました。 

 また、月例会では、最近になって入会した方々から、楽学の会以外でそれぞれが活動している様子の報告

がありました。演劇団体のボランティアを通じて海外公演に協力している方、区政を見つめる会を通して地

域の課題についてボランティアで活動している方、仕事一筋から“男たちのボランティア活動”に参加して

いる方からの活動報告があり、楽学の会だけでなく各メンバーがそれぞれ地域の様々な団体でボランティア

活動していることが楽学の会の活力の一つの要因であることが分かりました。 

 懇親会では、会の皆さんが過去の肩書きや特定の主義主張を超えて、対

等な立場で楽しそうに意見交換している姿を見て、会が長年続いてきてい

る秘訣がそこにあるように思いました。メンバーの方との話しの中で「男

性を地域の活動に参加させるコツは、大義名分と役割を与えることだ」と

のアドバイスを頂くことができました。最後に、たくさんのヒントを得る

ことができた貴重な機会を与えていただいた早坂代表はじめ会の皆さん

に改めて感謝申し上げます。どうもありがとうございました。       
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   「楽学の会」月例会等に参加して   波塚 章生 



「特集号」 楽学ニュース１５０号～２００号までの主なニュース 

 
第 153 号 (発行 平成 22 年 5 月 25 日) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
第156号 (発行 平成22年9月29日) 

  ☆★☆ メールマガジン・キックオフ ☆★☆    

 
第162号 (発行 平成23年3月29日)（東北地方太平洋沖地震特別号） 

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震、 

犠牲者の方々に哀悼を捧げ、一日も早い復興を祈ります 

～会の活動に対する影響について～ 

3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震で、犠牲になった方々へ、心より哀悼の意を捧げます。 
また、被害に遭われた人たちの一刻も早い回復と、被災地の一日も早い復興を祈ります。被災地の方々
の勇気をもった復興のための活動を私たちは応援します。 
今回の大震災は戦後最大で、未曾有の大災害と言われています。テレビの映像によりその凄さを知り、
胸が痛みます。今、私たちは何をすればよいのか、一人ひとりが考えて行動するときです。支援の活動
が進んでいます。支援物品の提供、計画停電および節電への協力、義援金による寄付など、できること
に協力しましょう。 
また、東京にこのような災害が発生したらどのように対応したら良いでしょうか。改めて災害に対する
私たちの認識を深めていく必要を痛感しています。 
 
第164号 (発行 平成23年5月28日) 

学びのエリア再発見～「駅シリーズ」開始について 

足立区の南北を縦断して区の発展に、生活に重要な役割を果している区内鉄道の主要な“駅舎の今昔”

の写真をベースに周辺の生活の成り立ち、文化、自然環境の変遷などを｢会｣の視点から「学びのエリア

再発見」として取材掲載する企画です。 
 

第170号 (発行 平成23年12月26日) 

特別講演会 「中国音楽＆変面を楽しもう」を終えて 

23 年度の特別講演会が 12 月 3 日午後、
学びピア４階講堂にて、開催されました。 
当初 7 月 9 日に開催予定だったところ 
3月 11日の東日本大震災と東電の福島原
発事故に伴う電力不足により会場の使用
制限があって中止に至り、ようやく本日
の開催を迎えた。 
 

 

社会教育の「今月の書評」欄に「楽学ニュース１５０号特集号についての紹介と暖かい批評が掲載されました！！
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第 178 号 (発行 平成 24 年 9 月 26 日) 

快挙！ 内閣府より平成２４年度 エイジレス・ライフ“社会参加章”受章 

内閣府が実施する「平成 24年度エイジレ

ス・ライフ実践者及び社会参加活動事例」の

選考において、楽学の会が「社会参加活動」

の模範事例として 選定され、“社会参加章”

を受章しました。 

 
 

第 184 号 (発行 平成 25 年 3 月 28 日) 

NPO法人 あだち学習支援ボランティア「楽学の会」設立10周年記念事業 

あだち区民大学塾特別講演会 

－ あだち生涯学習ネットワークフォーラム － 

3 月 17 日（日）、NPO 法人設立 10 周年記念事業の一環
として、足立区制 80 周年を冠とし、足立区生涯学習セン
ター および足立区の共催のもとに、あだち区民大学塾

特別講演会「あだち生涯学習ネットワークフォーラム」を開催しました。 

 

第 186 号 (発行 平成 25 年 5 月 30 日) 
NPO法人設立１０周年記念誌完成 

 

                      

 
 

 

第 197 号  (発行 平成 26 年 5 月 29 日) 

 

 

5 月 22 日（木）、足立区

より「区政を語り合う

会」の依頼を受け、理事

8 名で出席しました。当

会は設立 18 年、平成 15

年度にNPO法人化して10

年を経ており、活動は一

貫して足立区との協働事業を進めてまいりました。このたびは、こうした実績を評価していただくと共

に、これからの 10 年を考える機会を頂いたと考えております。 

足立区地域文化課にも持
参し、受け取っていただ
きました。→ 
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見沼代親水公園駅：舎人２－２１－２３ 

 

 

1.見沼代親水公園駅 

一日当平均乗客数：約 5,114 人、降客集：約 5,000 人： 

日暮里舎人ライナー平成 23 年度公式記録 平成 23.７．28.楽学ニ

ュース 166 号からスタートした区内全域を走る鉄道駅をキーにして歴

史文化の跡地や地場の旧家、長い歴史を持つ神社仏閣、そして足立の

誇り「足立ブランド」の会社など約 3 年を駆け足で取材掲載した。紙

面に載せた文章写真などはほんの一部にすぎない。また取り残しや再

取材を必要とする箇所も多々あるが後日の案件とし、本駅を以って「最 

終駅」としたい。 

2.足立ブランド  日本ロボティクス株式会社   (足立区舎人 3-5-25)   

 自転車製造販売の足立ブランド 「日本ロボティックス株式会社」 を

訪問した。先ず社屋がユニークだ。鉄道のコンテナを二段に重ねて２階

建てにし、内装には木材を張ってあり、趣味の家そのものだ。そして中

には社長さんのアイデアを形にした商品が所狭しと置いてある。同社で

企画し制作する商品は、そこらに普通にある自転車ではない。すべてユ

ニークで先進的なのだ。 初めに入口近くに置いてある機械の説明を受

ける。自転車用の『ホイルバランサー』だ。回転部と支えのアームに取 

  り付けた加速度センサーがあって、通常のパソコンに専用ソフトを通し

て検査し、車輪のバランスをとる機械である。高速で走る競技用では必須アイテ

ムだそうだ。 次は『歩行椅子 一休さん』、座りながら作業が楽にでき、作業中

も歩くときも両手が自由に使える動く椅子だ。作業中歩くとイスが両足に挟まれ

てついて来る。成るほどのアイデアと感じた。  また『横にも動く車椅子』があ

る。左右や斜め方向にも移動できる自走式の車椅子だ。座席の脇のアームレバー

を引き上げると車輪が浮き、回転式の補助輪が全方向に動く。座ったまま横に移

動できるため、車椅子をベッドに密着させて安全にベッドに移れる。介護の時代

にぴったりの商品だ。 最後に『二輪駆動自転車』の話を伺った。東京理科大学

と共同開発したとのこと。事前にネットで同社を検索すると、トップに出て来る

のが『二輪駆動の自転車 Formura』だ。前輪にも駆動力が伝わる自転車は、技術

的に高度なもので自転車マニアの間では有名らしい。長点としては雪道や凍結路などの悪路での安定性、

舗装路での漕ぎ出しの軽さ、トップスピードに達するまでの早さだ。一方、欠点としては複雑な機構に

よるハンドルの重さ・騒音・バックのしにくさ・重い車重・高価格、という点だ。珍しいモノ好き、人

と違うものを持ちたい人にとっては興味深い一品だろう。＊この部分は Web 情報を参考にした。 

詳しくはこちら http://matome.naver.jp/odai/2132983376984752401  

  同社は 1999 年に起業し、当初はロボットを開発していたとのこと。アイデアを製品化し更に商品に

するには多大な開発費が必要と苦労を語るが、社長さんのモノ造りには先見の明がある。アイデアを出

す・実際に形にする一連の作業を楽しんでいるのではないか。だから小関社長の生み出す商品には共通

の明るさを感じた。稀有なことだ。                     

（安藤、神戸、今野、佐久間） 

 

小関社長からホイルバランサー 
      のご説明 

歩行椅子一休さん 

学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 

第２０回：見沼代親水公園地域（その 1） 

見沼代親水公園駅(終点) 
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運営委員会だより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月運営委員会（8 月 4 日） 
1.代表挨拶：報告および提案 
猛暑の中ですが、今月も充実した活動の様子が
199 号「楽学ニュース」に報告されました。 
１面の原稿については、足立区報道広報課、東京
未来大学などにも提供しております。また、日頃
お世話になっております「あだち区民大学塾」講
師のご活躍の様子や荒川区との「活動体験」事業
で交流を深めておりますイベントを取材しており
ます。日頃の会員の活動が、どのような拡がりで
生かされているかを会員に周知していくことも会
報誌の役割だと考えております。 
また、この度、「社会教育」８月号に執筆の機会
をいただきましたので、こちらも会員の協力体制
が「楽学の会」の活動をつないで来たことを纏め
ております。同時に当会顧問の瀬沼先生、大久保
先生も、示唆に富む論文を執筆しておられますの
で、合わせて一読されることをお勧めいたします。
なお、私たちの活動は“健康あってのボランティ
ア活動”なので、８月の大学塾事務局を１週間ほ
どお休みにいたしました。行政側も公共施設にお
ける熱中症対策の取り組みを宣言しておりますの
で、８月開催の「あだち区民大学塾」講座は、特
に部屋の換気など受講者への気配りを大切にお願
いいたします。 
2.議題 
(1)情報交換 
・あだちサークルフェア 2014 10/11、12 開催
・NPO フェスティバル 2014  9/21（日） 開催
正式に申込済、9/3 説明会 
・「社会教育」８月号 特集；社会教育施設とボ
ランティアのコラボレーション 

(2)月例会開催について 
 ・7 月 暑気払い ２６名出席（松野課長、平野

所長、田中副所長、鳥塚副所長） 
 ・8 月 月例会 ナシ 
 ・9 月月例会 9/17（水） テーマ「体験発表」
(3)ＨＰ・メルマガについて 
 ・ＨＰ 8/1 更新 内容について神戸・杉山氏
を中心に検討中 

 ・メルマガ 8/1 更新  
(4)ＦＡＸでの講座案内について 
 ・ＦＡＸの送付は、中止する方向で事務局にて検
討する 

 ・メルマガ・ファックスの申込用紙から、ファッ
クスの項目を削除する 

(5)あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域
協働講座） 

 ・「論語」7/9,16,23 終了 受講者 41 名 
 ・家族でまなぶやさしい論語 8/6 
(6)各部局からの報告（省略） 
 (7)その他 
・新運営委員について  事務局より報告 
  佐々木善光・山口栄治・和久井広の３人を推薦し、
各理事も承認済である 旨の報告があった。今
回、８月の運営委員会に出席、就任の挨拶があった。

9 月運営委員会（9 月 1 日） 
1.代表挨拶：報告および提案 
今月は、昨年より準備を進めてまいりました「特
別講演会」が開催されますご協力関係機関の多様
な広報が功を奏して、受講者も今までの受講層と
は僅かですが違った（30～40 歳代）方々の関心も
得ているようです。新たな連携を目指す第一歩と
なりますよう、目的達成に向けた最後の仕上げを
果たしたいと思います。 
また、例年開催されます「NPO フェスティバル」
の日程と重なってしまいましたが、会として、こ
ちらも重要なイベントとして位置づけておりま
す。特に新入会員の方々は、足立区の多彩な活動
分野・団体の様子を体験して頂きたいと思います 
ので、ぜひ「NPO フェスタ」に参加して頂き、新
たな仲間の呼びかけにもご協力をお願いいたしま 
す。また、学習支援部が中心に 27 年度の「あだち
区民大学塾」の企画案や、「楽学ニュース」200 号
の編集も広報部がまとめ役として、様々なアイデ
ィアを盛り込もうと頑張っております。9 月は会
員が一つになる時期でもありますので、よろしく
お願いいたします。 
2.議題 
(1)情報交換 
・NPO フェスティバル 2014 9/21（日）開催 
・あだちサークルフェア 2014 10/11、12 開催
・あだち自然体験デー 9/28 荒川河川敷「新田
わくわく水辺広場」10：00～16：00 

(2)月例会開催について 
 ・9 月月例会 9/17（水） 会員の体験報告 
 宮崎、和久井、山口、佐久間の各氏 
 ・国立教育政策研究所社会教育実践研究センター
社会教育調査官 波塚章生氏 

    「わがまちの社会教育主事」について 
(3)ＨＰ・メルマガについて 
 ・メルマガ（める配 5） 契約更新済 H26.8.末
 ・ホームページ（ロリポップ） 契約 H26.10.21
まで 契約更新予定 

 ・メルマガ送信時、宛先を個人名の表示にならな
いか検討。 

(4)あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域
協働講座） 

 ・「日本語の歴史と方言」 9/5.12.19 
 ・特別講演会 東京未来大学 9/21 会場設営に
ついて大学と打合せ予定 

(5)各部局からの報告（省略） 
(6)その他（省略） 

新運営委員紹介 

左より和久井さん、佐々木さん、山口さん 
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◎講座名：「源氏物語入門Ⅳ」 

日 時：11/8・15（土）午後 2 時～4 時  

場  所：生涯学習センター 5 階 研修室４ 

◎講座名：「江戸四宿と五街道」 

日 時：11/18・25・12/2・10・16（全５回） 

毎週火曜日（12/10 は水曜日）午後 2時～4 時  

場  所：生涯学習センター 5 階 研修室１ 

講座運営スタッフへの参加をお待ちします。 

申し込みは、あだち区民大学塾事務局 へ 

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） 

ボランティア 情報 

ボランティア 情報 
◎講座名：新しい宇宙への扉 アルマ望遠鏡

と国立天文台チリ観測所 

日 時：11/3（祝）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：60 人 

内 容：宇宙の謎を解くために南米チリで進めら

れている電波望遠鏡プロジェクトにつ

いてやさしく解説します。 

講 師： 平松 正顕氏（国立天文台助教） 

◎講座名：千住にゆかりの偉人を調べよう！ 

日 時： 11/11・25、12/9、1/6・20  

いずれも火曜日 午後 1 時 30 分～3 時

30 分（12/9 は午前 10 時～正午まで） 

場  所：生涯学習センター 5階 コンピュー  

ター研修室 12/9 国立国会図書館 

受講料：4,000 円（一般） 

2,800 円 (70 歳以上の方、障がい者手

帳をお持ちの方) 

保険料：10 円 教材費：100円 定 員：10人 

内 容：わが町の好きな偉人についての調べ方、

まとめ方のノウハウを学びましょう。 

講座3日目は国立国会図書館で調べ方を

学びます。 

講 師： 矢内 信悟氏（安藤昌益と千住宿の関

係を調べる会） 

 

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 

「千住 秋の例大祭」 

 

 

    

  
 

◎運営委員会 

10 月 1 日(水) 午後 3 時～5 時 研修室 3 

◎月例会  

10 月 15 日(水) 午後 3 時半～5 時半 研修室 3    

◎学習支援部 

10 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  

10 月 8 日(水) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

◎広報部 

10 月 6 日(月) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

10 月 14 日(火) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

10 月 24 日(金) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

◎事務局 

10 月 2 日(木)午後 2 時半～4 時半ニュース発送 

10 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  

10 月 15 日(水) 午後 2 時～3 時半 研修室 3 

◎大学塾講座企画会議 

10 月 1 日(水) 午後 1 時半～3 時  研修室 3 

 

★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 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あだち区民大学塾 講座 

運営ボランティア募集中 

楽学インフォメーション 

★会合のお知らせ★ 

 
編集後記 

大学生さんとのコラボ企画による、特別講演

会も大変好評で楽しく紙面を飾ることが出来ま

した。また、記念すべき 200 号を迎えて記憶に

残るトピックスの幾つかを紹介致しました。 

201 号に於いても、会員や、賛助会員の方たちの

声を掲載するなど、更に、充実した内容でお届

けできるよう張り切っています。 （金子勝治）

生涯学習センター 講座情報 

 

 

日時：10 月 15 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： 「クラシック音楽を楽しむ」 

解説者：  神戸 明氏（楽学の会）    

会員の皆様の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） 

   10 月 月例会のご案内 
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