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だれでもわかる日本経済入門 
～意外に知らない経済のここがポイント～ 

 
バブル崩壊から約２０年間低迷が続いてきた日本経済は、アベノミ

クスにより回復しつつあるとされていますが、他方、消費税引上げや

少子高齢化等の影響から、将来に不安を抱く人が多いのではないでし

ょうか。 

今後の日本経済を考えるための基本的な視点について新聞でよく目

にする「景気」「財政赤字」「デフレ」「少子高齢化」等のキーワー

ドに則して、データやグラフを用いて分かりやすく明らかにします。 

講 師 柴田 寛氏 元農林水産省 課長職 

日 時 4月4・11・18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 「景気」はどうやって見るのだろうか 

第2回 国の巨額借金はどうなるのだろうか 

第3回 少子高齢化で日本経済はどうなるのだろうか 

ジャズの歴史を彩る名曲と魅力を語る 

 現代に至る「ジャズ」の歴史の始まりは、南北戦争が終わり、敗走し

た南軍の軍楽隊が捨てた管楽器を黒人たちが奏でたことだと言われてい

ます。 

各時代を飾った曲をＣＤで聴きながら、いっそう楽しんでいただくき

っかけとなればと思います。 

ジャズの名曲と魅力をトロンボーン奏者がご案内いたします。 

講 師 西田 幹氏 日本トロンボーン協会理事 

日 時 4月12・19・26日 各 日曜日 午後2時～4時 

会  場 足立区生涯学習センター  4階 講堂 

第1回 ジャズの黎明期からスウィングジャズの始まり1940年代まで 

第2回 スウィングジャズからモダンジャズ の1970年代まで 

第3回 1970年代から始まるジャズの多様化と現代のジャズ 

 

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 
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やさしい「 薬膳 」  
1月21・28日で開催されました。1回目は医食同源に関する基

本的な知識を身につけて頂く座学、2回目に行われた調理実習は、

前日のポカポカ陽気と一転して、都心でも朝方小雪が舞い落ち

る寒い日となったのですが、むしろ体を温める食材、調理法を

実践する「薬膳風邪の対処法」にとって、絶好の日だと思われ

ました。調理は共同作業で5品の料理を作りましたが、実習を楽

しまれながら、とても美味しそうな雰囲気で座が和みました。

また、我々スタッフを受

講者が快く実習に受け入

れてくださいましたので、

受講者、スタッフ共に和気あいあいと実習を楽しんだと思いま

す。料理もシンプルなものが多く、ひとつの料理にそれほど材

料や調味料を使わないで、これだけおいしいものが出来るとわ

かったのは、田中桂子先生のおかげでしょう。家に帰ってきて

も体がポカポカして着るものが1枚少なくてすみました。 

受講者の反応を感じる限り、実習に参加された方はリピータ

ーになってくださる方がたくさんいるのではないでしょうか。

肩のこらないいい講座でした。        （和久井 広） 

 
 

「狂言」観る・知る・楽しむ 

 

2月8・15・22日 各日曜日 午

後2時より、 講師に山下光治氏、

山下芳子氏を迎え「狂言」の講

座を開催いたしました。 

1回目は「狂言から辿る日本文

化」、2回目は「狂言の演目・衣

裳・道具」、3回目は「狂言独自

の言葉と感情表現」と題して、古典はみんなのもの楽しく味わうこと。 

狂言には日本語の音声があり文字では解らない音がある。演目の「柑

子」を通して人間の感情表現、発声、舞台の一隅“見えない約束”の場所

を使って演じていることなど、太郎冠者とご主人が掛け合う会話の中のユ

ーモアと狂言の魅力に引き寄せられたように思いました。狂言の観方が変

わったのではないかと感じました。 

（受講者46名、スタッフ12名 田中桂子） 

 

「社会教育」2月号  

 
当会顧問の薗田碩哉氏が「子どもゆめ基金」をいかにゲットするか 
～企画から報告までと題して寄稿されています。 

｢社会教育｣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。 
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“ちょいボラおやじ”になろう 

男たちのボランティア2015参加報告 
 

   扶けあう地域づくりで生涯現役 
 平成27年2月7日（土）午後12時半から足立区役所庁舎ホール

で開催された。全体の参加者は200名に達しなかったが、当会

からは16名が積極的に参加した。開会前に参加団体「ふるさと

学舎」によるオープニング・アクト、筝曲の演奏と詩舞が披露

され、大変好評で会場の雰囲気が和んだ。 

近藤やよい区長ご挨拶の後、第1部基調講演では、足立区地域

のちから推進部長の井元浩平氏が、「孤立ゼロプロジェクト」

で“お互いさまのまち”を、みんなのちからで築いていきまし

ょうと訴え、パネルディスカッションでは、井元浩平氏をコーディネーターに、足ボ連の緑川フミ子

氏、演芸ボランティアの風呂わく三氏、ボランティアを受け入れている竹の塚あかしあの杜の河瀬政

彦氏とあしなみの蓮実佐智子氏をパネリストとして、支えあうま

ちを目指してボランティア活動を始めたきっかけ、活動のやりが

い、楽しさ、喜びを熱く語り、盛大な拍手をいただいた。 第2部

交流会は、ボランティア・NPO 団体がブースをつくり、活動内容

紹介、入会案内等を行った。当会ブースには、多くの方が訪れ、

熱心に説明を聴き、7名の方が訪問者名簿に記帳し、1名が入会す

るなど活発な意見交換や積極的な交流が図られた。 

                     （ボランティア活動推進部） 

 

台東区社会教育委員会様 視察報告（2月18日） 
             

この度、台東区教育委員会、社会教育委員による楽学

の会への視察がありました。台東区では、学習支援ボラ

ンティア活用推進事業を実施しており、これは学習支援

ボランティアを講師として登録し、区内の団体等に紹介

して、区民同士が教えあい、学びあえる環境を整備する

事を目的としています。このような台東区の社会教育施

策を推進するために、当会の取り組み、活動等について

知りたいとの事でした。楽学の会について、設立の経緯

や金銭的な支援を含めた行政の関わり方、3者共催の役割分担等の基本的な事柄から、会の運営、今後

の課題、次世代への引継ぎ等についての質問がありました。特に「あだち区民大学塾」については、Ｐ

Ｐを使用した当会の取り組み方を説明後、質疑応答に入りました。また「受託事業」についても、多少

予定をオーバーしての熱の入った質疑応答があり、当会員も事業を振り返る意味で、有意義な機会とな

りました。最後は、生涯学習センター職員による施設（4,5階）見学を行い解散しました。 

なお、台東区社会教育委員会の議長として参加された、平沢文教大学名誉教授は、当会顧問としても

ご支援を頂いております。 

視察者 14名 （台東区社会教育委員6名、職員8名） 

出席者 足立区地域文化課 菊島係長、生涯学習センター 平野所長、他1名 

    楽学の会 15名                              〈事務局〉 
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シンポジューム「子供の貧困にどう向き合うか」参加報告 

2月2日（月）、東京芸術センター天空劇場で開催され

ました。前半は放送大学副学長 宮本みち子氏による基

調講演「子どもの未来を考える ～子どもの貧困対策大網

の策定に関わる事前検討会に関わって～」と、足立区長 

近藤やよい氏による「なぜ足立区は子どもの貧困対策に

取り組むのか」の説明がありました。宮本みち子氏は、

家庭の貧困・低学力等で就職が決まらずに卒業した後も

居場所がなく児童館に来ている若者がいること。また、

基礎学力がついていないためアルバイトさえも出来ない

例もあり、貧困や複合困難を抱える子どもや若者に積極的福祉と教育投資の強化が必要であると話され

ました。足立区長からは、貧困で中卒や高校中退の学力で社会に出ざるを得ない子どもの将来のリスク

は如何に大きいかを踏まえて、平成27年度を“子ども貧困対策元年”と位置づけ、貧困の連鎖を断ち切

るために区を挙げて対策に取り組むと話されました。 

後半のパネルディスカッションでは、宮本みち子氏のコーディネートによるパネルディスカッション

があり、パネラーの渡辺由美子氏（特定非営利活動法人キッズドア理事長）からは、貧困層に対する無

償学力支援や、貧困の連鎖から抜け出すサポートを行っているという報告がありました。そして、加藤

弘樹氏（内閣府政策統括官付参事官・子どもの貧困対策担当）は、「子どもの貧困対策の推進に関する

法律」が平成25 年にでき、子どもたちの将来が貧困等の生まれ育った環境に左右されない社会にして

いきたい、貧困の連鎖を断ち切るための施策を総合的に推進していきたいと話されました。近藤やよい

足立区長は、さまざまな取組みとして、「6つの新規事業」と「3つの拡充事業」を27年度予算に組み込

み、「予防する、連鎖を断つ、救う」をコンセプトにライフステージごとに早期できめ細かな対策をス

タートする、と話されました。子どもたちの貧困の状況を考えさせられたシンポジュームでした。   

                                                                                                                 （当会参加者 4名   田中桂子） 
 

2月月例会報告（2月20日）会員研修：杉山眞澄氏 

「ファインダーから見た世界」 
2月20日（金）午後3時30分より研修室４で開催。早坂代表から、「プ

ロとしての視点から、技術や体験をどのように話して頂けるか楽しみ

にしています」との挨拶後、会員の杉山眞澄氏による、NHK 中継カメ

ラマンとしてどのような思いで仕事をして来たかを、体験を通してお

話しして頂いた。カメラを持った杉山さんは、ファインダーの前のさ

まざまな相手が何を伝えたいのか把握することが必要だと理解できて

からは、ものを言わないモノが自分に何を問いかけているのか耳を傾けると、自然に撮る角度も違って

くる、そんなことも瞬時に考えながらシャッターを切ったこと。また、屋久島縄文杉の NHK スペシャル

では、学術的な事を分かる番組として１年かけて撮ったこと。雲仙普賢岳の火砕流の取材現場では命が

けの仕事も沢山あり、カメラマンとしての過酷さと厳しさなど。そして、常に知恵のポケットをいっぱ

いにして“如何するか”というアイディアを詰め込んでおき対処してきたという心情からは、私たちが

テレビ画面からだけでは、うかがい知れない内面まで踏み込んだ本音に聞き入りました。最後に、今は

画像処理が良くなって、プロとアマの境界線が無くなっているが、カメラマンとしての基本を理解出来

ていることが大切だと結ばれました。 

（参加者 21名  ボランティア活動推進部） 
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みんなの広場 
こんなことをしています 

ふれあいサロン 「むつみ会」 
 

平成23年に企画提案した あだち区民大学塾講座で、「コミュニ

ケーション力」 を高め 「支えあえる仲間づくりと地域社会で役立

つ活力を身に着ける」ための講座を開催しました。この講座がきっ

かけとなり、平成24年に近くの住区センターにお願いし、近所の人

たち8名で ｢むつみ会｣ を立ち上げました。同時期に居住した人も

数名いて、“昔懐かしい”の共通の話題で盛り上がりました。開催

は月一回で、お茶を飲みながらおしゃべりし、体操・童謡コーラスなど2時間を楽しく過ごしています。

また春には、公園で花見・年末にはカラオケで歌います。ただし平均年齢が70歳以上で単身所帯者もい

るので、緊急時の連絡や防災に関することも学んで、マニュアルを作り地域の人達が安心して暮せる街

づくりにつなげて行きたいと思っています。                   （岡田スミ子）    
 

運営委員会だより （2月3日） 
 

1．代表挨拶：報告および提案  

 1月開催、新年会への皆様のご参加、ボランティア活動推進部のご協力ありがとうございました。 

1月24日、目白大学の「地域フォーラム」に出席し、改めて東日本大震災での教訓を考える研修とな

りました。また、目白大学の教授や学生の皆様との歓談も有意義な時間でした。 

2月も台東区教育委員会社会教育委員の皆様が視察で来局されます。こうした多様な機関や団体と

の意見交換で得られたことを、会の運営に活かして頂きたいと思いますので、運営会議委員の皆様は

ぜひご参加下さい。 

7日に開催の「男たちのボランティア」事業にも15名を超える会員の参加申し込みがあるようです

が、事業に参加するということは様々な課題を共有することであり、新たな仲間を発掘する場でもあ

ります。楽学の会は「学習支援ボランティア」ですから、今年度も積極的に研修の機会を活用し、自

ら学ぶことを心がけていきたいと思います。 

 

2．議題 

(1) 情報交換 
  ・「台東区社会教育委員会視察」について  2/18 PM2時～ 講堂 約12人 

      運営委員のメンバーはぜひ参加をお願いする（参加申込みは事務局長へ） 

  ・国立教育政策研究所・社会教育実践研究センター「ボランティアセミナー」の募集 3/5,6 

   2/9締切 事務局で取り纏め  

・文ボラネット情報（3/28日・日本青年館） 

・男ボラ 2/7  16名参加 12時集合（昼食あり） 

 (2) 月例会開催について 

  ・2月月例会 2/20（金）講師：杉山氏  講師への謝礼、従来は図書券 3月の運営委員会で決定

する。 

(3) あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

  ・「薬膳」1/21、28 終了 受講者20名（1回目19、2回目18） 

実習はボラを含め25名 材料費700円徴収したが189円オーバー、実習は好評であった 

・「狂言」2/8,15,22 応募者51名  締切後1名応募あり 

・「吉田松陰」2/21,28,3/14  応募者86名 

 (4) 受託事業について 

  ・「どうなる？人口減社会の未来とみんなの暮らし方」 3/8、15 開催 

   講師への依頼状 2/4送付予定 

（5）各部局・PT からの報告および提案（省略） （6）その他（省略） 
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ボランティア 情報 

ボランティア 情報 
◎ 講座名：ブンガクに親しむ  

古典新訳のすすめ 
日 時：平成27年3月27日（金） 

午後7時～8時30分 

場 所：生涯学習センター 5階 研修室4 

受講料：無料  定 員：35人 

対 象：16歳以上の方 

内 容：古典文学を今まで読んだことの無い方

や、一度読んでその難解さに挫折した方に、改

めて古典文学の良さを知る場を提供している

「光文社古典新訳文庫」。本講座では文庫創設

のきっかけやその編纂に当たっての工夫につい

てのお話をお聞きするとともに、古典文学その

ものの魅力について探ります。 

講 師：駒井 稔氏（株式会社光文社、古典新訳

文庫編集長） 

 

◎ 講座名：歌舞伎へのいざない  
日 時：平成27年4月2日～5月28日 

   （4月30日除く）毎週木曜日 

午後2時～3時30分、 

場 所：生涯学習センター 5階 研修室1 

受講料：13,000円  定 員：50人 

対 象：16歳以上の方 

内 容：4月2日 はじめに̶--歌舞伎と言って

もいろいろあり！ 

・9日 見る---多彩な俳優・演目あれこれ  

・16日 見る---衣裳・かつら・大道具・小道  

・23日 聞く̶--音・音楽  

・5月7日 遊ぶ--セリフ, 紋様  

・14日 楽しむ前に--‐みどころ解説・歌舞

伎座案内 

・21日 楽しもう--‐歌舞伎座ご観劇（夜の

部予定） 

・28日 後の楽しみ--‐アフターセミナー 

講 師：松竹株式会社派遣講師 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 運営委員会 

3月 2日(月) 午後3時～5時 研修室4 

◎ 月例会  

3月18日(水) 午後3時半～ 研修室3 

◎ 学習支援部 

3月11日(水) 午後2時～ ワークルーム 

◎ ボランティア活動推進部  

3月 11日(水) 午後2時～4時 ワークルーム 

◎ 広報部 

3月 10日(火) 午後2時～4時 PC 会議 

3月20日(金) 午後2時～4時 ワークルーム 

3月25日(水) 午後2時～4時 ワークルーム 

◎ 事務局 

3月 3日(火)午後2時半～4時半ワークルーム  

3月10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  

3月18日(水) 午後2時～3時半 研修室3 

◎ 大学塾講座企画会議 

3月 2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:090-3105-8140 
   E-Mail：takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 

 

◎「ホームページ」に関するお問合せ 
   E-Mail：a-kambe@adachi.ne.jp 
 

 

 

 

 
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽学インフォメーション 

★会合のお知らせ★ 

 

楽学ニュースは会員のみならず関係各位に

広く読まれています。今後も充実した情報を

提供していきたいと思います。 

会員皆さんからの「みんなの広場」への投

稿をお待ちします。 

（広報部）

 
 

 

ホームページおよびメルマガの情報は楽学ニ

ュースの情報をもとに毎月配信しています。 

 楽学の会の活動を広く一般の人に知っていた

だく手段として有効です。 

今後も継続していきます。会員各位の情報の

提供、ご協力をお願いします。 

（小林徹）

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 
３月 月例会のご案内 

日時：3月18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：「地域包括支援センターについて」 

講師： 結城 宣博 氏 

   足立区社会福祉協議会地域福祉課長 

会員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） 
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