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寒さが厳しさを増すなか、12月 2日 土堤内昭雄
氏、11日 興梠寛氏を講師とした受託事業の応募受
講者は 39名でした。初日は、少子高齢化のデータ
ーを基に問題点を説明した後に、3名の受講者が自
分の生活実態を話すことになり、一人一人の話す

内容がとても具体的で共感でき、好評を得ました。 
2日目は、ボランティア関連で名を残す各国の偉

人の人間関係や名言の解説後、グループ分けをす

るためにバースデイライン手法で各 4名のグループとなり、２つの課題について
話し合いをしました。私のグループでは現在行っているボランティア活動の紹介、

そして、足立区で活動する上での問題点を各自が語りました。 
初めて聞く内容もあり参考になりました。この度の講座で感じたことは、人間関係が希薄化する中で

“皆が何処かでつながりたい”という思いを持っておられるのだ、ということを強く感じました。部屋

を出る時の受講者の笑顔で、スタッフも笑顔になりました。              （安田善英） 
                                                 

 

 

人口減社会の未来と 

みんなの暮らし方 
今、日本の総人口が減り続けています。少産多死、社会保障費の増加、公共施設の削減や集

約など、人口減少によって多くの自治体が消滅してしまうという議論も出ています。都市部で 
暮らす私たちの身近に起こる生活面の課題や事例から、これからの暮らし方を考えます。      

3 月 8日（日）午後 2時～4時            3 月 15 日（日）午後 2時～4時  
「人口減少に対応できる社会とは」       「人口減少と地域」 

講師：加藤 久和 氏          講師：小峰 隆夫 氏 
明治大学政治経済学部教授        法政大学大学院政策創造研究科教授 
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平成 26 年度 受託講座 開催案内 

会場：足立区生涯学習センター〈学びピア 21 内〉5 階 研修室１   
対象：16 歳以上の方  定員：５０名（申込先着順） ＴＥＬ：０３‐５８１３‐３７３０
受講料：無 料  申 込:生涯学習センターに電話または直接窓口へ  
インターネット： http://www.adachi-shogakucenter.net/contact/index.php 
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定年後の暮らしの幸せレシピ 
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1 月 26 日 
受付開始 



「狂言」観る・知る・楽しむ 

吉田松陰と妹・ふみからみる近代の日本 

 
 
 
 

 
狂言は 600年の歴史をもち、世界的にも高く評価され、ユネスコ

無形文化遺産として認定を受けています。ユーモラスな演技が根付

いている基本的な知識を理解することで、一層「狂言」がおもしろ 

くなります。狂言独自の言葉と感情表現をとおして伝統文化の豊か

さを学びます。 

講 師 山下光治氏 足立区演劇連盟会長・演劇作家・役者 

    山下芳子氏 足立区演劇連盟事務局長・演劇講師・狂言指導者・役者 

日 時・講演テーマ  毎回 日曜日 午後 2時～4時 

1回目 2月 8日   狂言から辿る日本文化 

    2回目 2月 15日  狂言の「演目」「衣装」「道具」 

3回目 2月 22日  狂言独自の言葉と感情表現 

会  場 足立区生涯学習センター（学びピア 21内）5階  研修室 1 

 

 
平成 27年度 NHK大河ドラマは、『花燃ゆ』です。明治維新に大き

な役割を果たした長州藩が主な舞台となります。その長州藩の思

想的指導者として、ドラマの主人公・杉文（すぎふみ）の兄・吉

田松陰は知られています。しかし、日本の近代史のなかで、吉田

松陰の歴史的意味やイメージは、さまざまに変転してきました。

幕末から明治にかけての長州・山口の動向を、最新の歴史研究の

成果をふまえながら眺めていきます。 
 
講 師 三村昌司氏 東京未来大学モチベーション行動科学部専任講師・博士（学術） 

日 時・講演テーマ  毎回 土曜日 午後 2時～4時 

1回目 2月 21日  変転する吉田松陰のイメージ 

    2回目 2月 28日  吉田松陰と妹・ふみの生涯 

    3回目 3月 14日  幕末から明治の長州・山口 

会  場 足立区生涯学習センター（学びピア 21内）5階  研修室 1 

  2015 年 1 月月例会は 新年会！（再掲載） 
 

 

楽学の会「新年会」を下記のとおり開催します。皆さん、新年会に積極的に参加しましょう。 
日 時 平成 27 年 1 月 14 日（水） 午後 6 時～ 

場 所 足立区生涯学習センター 7 階 レストラン「さくら」 

参加費 3,000 円（当日キャンセル不可。事前連絡なく欠席した人は、全額負担とさせて頂きます。） 

申 込 メール 齋藤：t3436s@yahoo.co.jp 

   FAX：03-5813-3759（ワークルーム）  事務局内掲示板にも申込記入案内      

締 切 1 月 9 日（金）（申込後、欠席する方は事前に連絡して下さい。）  

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

平成 26 年度第 4ステージ あだち区民大学塾開催案内 
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本講座は元都民カレッジ・江戸東京科の安藤義雄氏を講師に 11/18、

25、12/2、10、16 の計五回、研修室１において、予想を大きく上回

る応募者 77 名、受講者 69 名、延べ 307 名の大勢の受講生が参加し

開催された。全国統一を目指した徳川家康が天下取りのために整備

した五街道とその発信拠点としての千住宿をはじめとする江戸四宿

の成り立ちや役割りを安藤先生の名解説で、時には古川柳を交えた

リアリティあふれる話に受講生の「そういうことか！」という頷き

と楽しい笑顔の絶えない講座であった。 

（運営スタッフに参加して：江戸時代の人々の息づかいが聞こえて 

くるかのような講座でした。受講者の皆さんの満足した表情がスタ 

                 ッフの喜びです）            （スタッフは 13名） 

＜受講生の感想の一部ご紹介＞  

・ポイントが押さえられており、わかりやすい。川柳からの引用が

良く、役割がわかった。 

・講師の博識に感嘆する。本来ハイレベルの内容のため、理解に時

間を要す内容ですが、先生の分かりやすい説明で楽しく勉強する事

が出来ました。 

・街道の宿駅の出来た裏も分かり、また先生のユーモアもあり楽し

かったです。             （田中国弘、和久井広） 
                            

『信長公記』から読み解く織田信長の実像 

11月 29日、12月６・13日（各土曜日）の 3回講座。1回目は「桶

狭間の合戦」の真実。2 回目は「天下布武への道」を検証する。3

回目は「本能寺の変」の真実。講師は、区内在住で歴史研究家の跡

部蛮氏。延べ 95 名の受講者は、織田信長と信長の回りに登場する

武将・公家・僧侶などにまつわるエピソードの真偽に釘付けになり

ました。「信長公記」を読み解きながらの息を凝らす熱のこもった

お話は、ワクワクしたりドキ

ドキしたりの連続でした。定

説となっている実像に仮説を立てて自説を展開する。とてもテレ

ビなどでは味わえない緊張感、切迫感・・。講談師と聞きての雰

囲気さながらの 3 回講座はあっという間に終わりました。“信長

公記読んでみようという気になりました”講義の内容は分かりや

すく、時間が経つのがあっという間でした。”などなどの感想を

いただきました。 

                     （佐々木善光） 

                                                 

-3- 

平成 26 年度 あだち区民大学塾講座 開催報告 

江戸四宿と五街道 



みんなの広場 

私のボランティア活動 （こんなことをしています）

国立教育政策研究所公開シンポジウム参加報告（12/19 開催） 

 「土曜日の教育活動とボランティア活動」と題したシンポジウ

ムは、当会顧問でもある興梠寛氏がコーディネーターを務められ、

3人のシンポジストの活動報告を基に討論が行われました。最初に

『被災地における「コラボ・スクール」の取組』について山田雄

介氏（岩手県）が、続いて『市民先生による放課後活動の取組』

について平岩国泰氏（世田谷区）が、最後に『北海道家庭教育サ

ポート企業等制度について』五十嵐秀介氏（後志教育局）が活動

報告をしました。特に山田氏

と平岩氏は NPO 法人の方であるため、参考になる考え方がありまし

た。それは、ボランティア活動は人と人のつながりがベースであり

活動の発展・充実のキーポイントであるということです。最後に興

梠氏がボランティアをしたい人と受けたい人との人間関係・信頼関

係が先ず確立することであり、地域に合った活動をすることである

と結びました。当たり前のことのように聞こえますが、ボランティ

ア活動１年目の私には心に留める言葉でした。 

《参加者：早坂津夜子・金子勝治・佐々木善光（記述）》 

 

  
 
 
 

生活援助および傾聴を行っています。 

○高齢者宅を定期的に訪問します。 

   ・買い物、台所廻りの掃除  ・風呂の掃除 

   ・髪の毛のカットおよび毛染めなどを行う 

○車イス生活宅へ訪問し、世間話しの相手を行います。 （山口栄治） 

よりみちシアター ～劇団 SAKURA 前戦～ 

『会員 宮崎信廣さんの活動紹介』現在携わっている数あるボランティア活動の一つに、劇団を支え
るという渉外活動があります。この劇団は足立区中川、亀有駅から徒歩 10分の所にあり、昔ながらの小

路に囲まれていて、劇団の幟（のぼり）がないと通り過ぎてしまいそうな小さな建物の中にあります。

宮崎さんは、劇団を地元だけでなく多方面に広げようと、若い役者さん達と一丸となって頑張っていま

す。役者としてのけいこは、アルバイトをしながらでは十分ではありません。劇場の内装も衣装も、お

金がかからないようにと劇団員自らの手作りです。12 月 23 日（火）夕方 5 時からの「よりみちシアタ

ー・クリスマス特別公演」に、「楽学の会」の 6名が劇団を応援しようと足を運ばせました。公演を通し

て劇団を愛する宮崎さんの熱い想いが伝わってきました。《参加者：早坂、江川、金子、田中（桂）、和

久井、佐野（記述）》 
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運営委員会だより （12 月 1 日） 
1．代表挨拶：報告および提案  
  今年度初めての受託事業講座が明日より開催されます。応募者も何とか定員に達し、ほっと 
しておりますが、委託事業が成立するまでの期間、担当者の悩むところは、何をテーマに企画 
をするかであり、常に情報収集のアンテナを張っておく必要があります。 
そんなアンテナがピーンと張りつめたのがこの 29日、偶然にも生涯学習センターの部屋を利 

  用されていた名球会の集まりで、この 11月就任されたばかりの工藤公康ソフトバンク新監督を 
お見受けしました。 
部屋が当講座の奥だったため、当会の受付の前を何度も往来。思わず口から出た言葉が「講 

  演会、講師、講師、名刺、名刺・・・」と、反射的に体が機敏に。何処のおばさんかも分から 
  ない、廊下で出会ったばかりの人と名刺交換などはなさらないと、はなから理解していても、 
  その行動は物怖じなどみじんもなく素早い。監督はそんなおばさんに「今日は名刺を持ってい 
  ないんだよ」と笑顔で語りかけて下さり、随行した往年の選手も会員数人に自ら握手を求めて 
  来られ、偶然に巡り合わせたプロ集団に会員も興奮気味でした。 

来年も良き人との巡り合わせの予感がいたします。 
 
2．議題 
（1）情報交換 
  ・八王子生涯学習コーディネータ-会 会報「悠々楽習」第 31号の回覧 
 ・NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 ニュースレター・シーズ通信（号外） 
・「梶よう子氏トークイベント」 中央図書館主催 12/14 午後 1時 30分～  4階講堂 

（2）月例会開催について 
  ・12月月例会 ナシ、 1月月例会 1/14（水）新年会 
（3）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 
  ・「源氏物語」終了 
  ・「江戸四宿」 第 1回・2回終了（全 5回）、 「信長公記」第 1回終了（全 3回） 
（4）受託事業について 
  ・「定年後の暮らしの幸せレシピ」 12/2、11 開催 
  ・「どうなる？人口減社会の未来とみんなの暮らし方」 テーマ一部変更 
（5）ボランティア活動推進部より報告 
   11月運営委員会での 26年度上半期報告について、ボラ活部より配布資料に基づき、改めて報告 

があった 
（6）各部局・PTからの報告および提案（省略） 
 

（7）その他（省略 
 

「社会教育」12月号  
 
当会の元代表理事 市川茂敏さんが「60歳からの生涯学習ボランティア 
活動が生きがいのみなもと」と題して寄稿されています。 
｢社会教育｣12月号は、大学塾事務局のロッカーに保管してあります。 

是非ご覧ください。 
  

平成 27 年 新年の抱負 募集案内 

楽学ニュース 204 号に会員の皆さんからの今後の抱負等を掲載いたします。 
奮ってご応募ください。文字数：300 字程度 

原稿締切：1/15 (木) 広報部または 金子まで（kkaneko1943@gmail.com） 
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◎ 講座名： 狂言 観る・知る・楽しむ 
日 時：2/8・15・22日（日）午後 2時～4時 
場  所：足立区生涯学習センター 研修室１  
 
◎ 講座名：吉田松陰と妹ふみ 
       からみる近代の日本 

日 時：2/21・28・3/14（土）午後 2時～4時 
場  所：足立区生涯学習センター 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：学びピアコンサート 
「バンドネオンで奏でる魅惑のタンゴ」 
日 時：平成 27年 2月 28日（土） 

午後 2時～3時 30分  
場  所：生涯学習センター 4階 講堂 
受講料：1,200円（一般の方）840円（70歳以上

の方、障がい者手帳をお持ちの方） 
定 員:190人  対象：16歳以上の方 
内 容: 懐かしのアルゼンチンタンゴの名曲や

ピアソラの『リベルタンゴ』『オブリビオ

ン』などモダンタンゴを、バンドネオン

を中心に奏でます。 
演 奏：啼鵬（テイホウ）：バンドネオン、宮浦 

清：サックス、越田 太郎丸：ギター 
 

◎ 講座名：レッツ 健康ボーリング 
日 時：平成 27年 2月 6日～3月 6日 
   毎週金曜日 全 5回 午後 2時～3時 30分 
場  所：北千住マルアイボーリング（千住中居町）  
受講料：4,500円（一般）3,150円（70歳以上の

方、障がい者手帳をお持ちの方） 
保険料：50円 定 員：30人 対象：16歳以上 
貸し靴：1,650円（ボーリングシューズを持って

いない方のみ） 
内 容：最近ボーリングをしていない方、したこ

とのない方、ボーリングでいい汗をかき

ませんか？ 
講 師：相良 辰徳氏、佐藤 圭太氏（日本体育協会 

公認ボーリング指導員） 
 

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 
1月 5日(月) 午後 3時～5時 研修室 3 

◎ 月例会 （新年会） 
1月 14日(水) 午後６時～ レストランさくら 

◎ 学習支援部 
1月 14日(水) 午後 3時～    ワークルーム 

◎ ボランティア活動推進部  
1月 6日(火) 午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 広報部 
1月  9日(金) 午後 2時～4時 ワークルーム 
1月 22日(木) 午後 2時～4時 ワークルーム 
1月 26日(月) 午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 事務局 
1月 13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 14日(水) 午後 4時～ 5時半 研修室 4 

◎ 大学塾講座企画会議 
1月 5日(月) 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★ 

 

皆様のボランンティア活動の 1年間を楽しく 
お伝え出来ましたことを感謝申し上げます。 
来年も、各自、新たな課題に向けご活躍頂け

ますよう、期待申し上げます。 
 
くれぐれもお身体にはご自愛くださいまして

よいお年をお過ごしください。  
（広報部）

 
 

 

ホームページおよびメルマガは、本年１年を通し

て振り返るに、読者数が順調に増えています。そ

れは、ひとえに会員みなさんの PRおよび協力の
おかげによるものです。 
来年も、さらに充実した内容で提供できるよう

努力していきます。 

生涯学習センター 講座情報 

ホームページ・メルマガのご案内 

編集後記 
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