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～ＮＰＯが集う土曜日等の学校支援ボランティアセミナーを考える～ 

平成27年3月5日（木）6日（金）国立教育政策研究所 社会教育実践研究センターに於いて 
土曜授業の実施は、子供たちにこれまで以上に豊かな教育環境を提供し、

その成長を支えることが重要であり、そのためには、学校、家庭、地域が

連携し役割分担しながら、学校における授業や地域における多様な学習、

文化やスポーツ、体験活動等の機会の充実に取り組むことが重要であると

して、学校教育法施行規則を平成25年に一部改正施行され実施に至ったも

のです。 

本セミナーは平成25年3月と平成26年12月の開催に続くものとして、
今回で3回目の開催となりますが、当会は会員研修と位置づけ、毎回
参加いたしました。この度の参加者も教育行政機関の関係者が主で、
北海道から九州までの総勢120名にも及びました。 

まず1日目は「土曜日等の学校支援と NPO 等の団体のかかわりについ

て」を題材に、グループ毎の“社研カフェ”からスタートしました。引

き続き文部科学省生涯学習政策局社会教育課長 谷合俊一氏より「土曜

日等の学校支援関係施策等について」をテーマに、学校教育法施行規則

の一部改正の背景や趣旨、質の高い土曜授業の推進のための教育活動推

進プラン等の説明がありました。 

基調講演は､全国体験活動ボランティア活動総合推進センター・コー

ディネーターの結城光夫氏より「NPO による学校支援～NPO と行政の連

携」をテーマに、改正前の民法第34条、学校週5日制の実施と放課後活動、放課後活動の構造、NPO と

連携した放課後活動の推進等が話されました。次に、事例研究①の発表に移り「NPO による学校支援の

実際」として、３氏による事例発表がありました。 

その事例１は、NPO 法人教育プラットフォーム北海道の副理事長 藤田和久氏による「過疎地域での

キャリア教育支援」の課題と方策について、事例２は、キャリア教育プログラム開発推進コンソーシア

ム代表 若江眞紀氏より、企業の社会的責任と地域の子供たちのための教育支援の必要性について、事

例3は、NPO 法人企業教育研究会事務局長 市野啓介氏より 学生、学校、企業との関係性についての研

究報告等がなされました。初日の最後は、NPO 法人スクールアドバイス・ネットワーク理事長 生重幸

恵氏より、放課後・土曜日の活動の重要性～学校・家庭・地域が元気になる～、と題した熱の籠った講

演で終了いたしました。 

2日目は、事例研究②として、NPO 法人山梨醍醐こどものひろば理

事長 村井琢哉氏による、子供の貧困に地域で取り組むまちづくりの

事例が、そして、NPO 法人学校支援のべおかはげまし隊事務局長 桑畑

拡氏よりは、地域の企業よりの学校支援活動の実情が紹介されました。

また、玉川大学教師教育リサーチセンター客員教授、一般社団法人教

育デザイン研究所代表理事 吉田和夫氏は、「スクール・  コミュニ

ティ」をみんなで創ろう、と題して、新宿区四谷中学校の実践研究と、  

より良い学校創り等について講演されました。最後に、昨日の”社研

カフェ”の参加メンバーで、本セミナー全般での「感想や疑問、課

題」と「これからについて」の情報交換が行われ、2日間に及ぶセミナーを締めくくりました。 

土曜日等の学校支援ボランティアの意義と展望を深く知るセミナーでした。 

                               参加者：早坂津夜子、佐野祝子、金子勝治（記） 
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大淵澄夫スケッチ講座 

あだちの街並みを描く 
 

千住の街並を題材にして、スケッチの手法を学び、建築画家の 

大淵澄夫さんとともに、センター近傍でスケッチします。 

講 師 大淵澄夫氏 建築イラストレーター 

日 時 5月7・14・21日 各 木曜日 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 建築画家が描いた足立の魅力とスケッチのポイント（座学） 

第2回 気になる建造物・風景を楽しく描く（センター近傍でスケッチ） 

第3回 スケッチを通して記録・伝えることを再認識（スケッチの寸評） 

 

『吾妻鏡』から読み解く鎌倉将軍の実像 
 

『吾妻鏡』は、鎌倉幕府を研究する際の基本史料で 

す。だが同史料は北条氏による編纂物であり、正確な史

実を捉える上では、同時代に記された諸史料を参照する

必要があります。 

 本講座では、同時代の重要史料である九条兼実の日記

『玉葉』をはじめ、公家の古記録等を参照しながら源氏

三代の将軍の実像に迫っていきます。 

講 師 大関直人氏 歴史研究家 

日 時 5月10・17・24日 各 日曜日 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 
（初代）源 頼朝 

 ～ 鎌倉殿の誕生から謎めいた死まで～ 

第2回 
（二代）源 頼家 
～ 将軍頼家の廃止と将軍実朝の擁立 ～ 

第3回 
（三代）源 実朝 

～ 高位高官を求めた文化人、暗殺の背景～ 

 

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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平成27年度 大学塾開催案内（第1ステージ） 



どうなる？ 人口減社会の未来とみんなの暮らし方 

 3月8日、明治大学教授・加藤久和氏、15日、法

政大学大学院教授・小峰隆夫氏を講師として応募

者61名を迎えました。人口減少社会についての課

題は、今国会で審議されているように日本の重要

テーマのひとつでもあります。本講座では、問題

の捉えかたを、違った角度からそれぞれ講義され、

そのデータも詳細にして重厚でした。 

受講者の感想からも、テーマに関心の高い層が

参加され、質疑応答も活発に展開しました。特筆すべきは、本講座のテーマに足立区行政側も関心を持

たれ、職員も参加されるなどが

あり、これからの足立区の施策

に微力ながら貢献でき、それが

近い将来、区民に還元されるこ

とを期待します。 

そして、2050年に1億人の人口

を維持するのは大変困難であるという未来の在り方が理解でき、そうした社会を維持するための方策が

大切であることを確認できた講座でした。センター職員の皆様と当運営スタッフの連携に支えられての

成果を、来年度に活かしていきたいと思います       （受託事業・プロジェクトリーダー 安田善英） 

 

 

吉田松陰と妹・ふみからみる近代の日本 

 2月21日・28日、3月14日（各土曜日）の3回講座でした。定員50名を

大幅に超える95名の応募者があり、抽選となりました。受講者数65名、

延べ179名が参加しての開催となりました。受講希望が多かった理由は、

27年度 NHK 大河ドラマ「花燃ゆ」の影響です。講師は東京未来大学専

任講師・三村昌司先生で、1回目は「変転する吉田松陰のイメージ」、

2回目は「吉田松陰と妹・ふみの生涯」、3回目は「幕末から明治の長

州・山口」の講義でした。3回の講義を通して、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がさまざまに変転してきた理由を膨

大な、そして貴重な史料を用意・配布して分かりやすく解説して頂き

ました。歴史上の人物がいかにイメージとしてそれぞれの時代に描か

れ評価されているかを解説されました。受講者の一人が感想を寄せた

“久しぶりに学生時代を思い出す歴史の学習”にどっぷり浸った講義

でした。                    （佐々木善光） 

                                                          
-3- 

平成26年度 大学塾開催報告（第4ステージ） 

平成26年度 受託講座開催報告 



３月 月例会報告（３月１８日） 
 

 3月の月例会は、3月18日（水）午後3時半から生涯学

習センター5階、研修室3で開催された。参加者は23名。

はじめに、早坂代表理事の挨拶があり、続いて、足立区

社会福祉協議会 基幹地域包括支援センター地域福祉課

長 結城宣博氏の講演があった。クイズ方式で、足立区

の現状と介護保険制度について問いかけ、答を解きなが

ら解説していくやりかたで進められ大変わかりやすかっ

た。「地域包括支援センターについて」は、まず高齢者

の総合相談窓口であるとして、もの忘れ相談、介護予防

教室の開催など、主な業務内容が紹介された。福祉の専

門職が常時待機、月曜日から金曜日まで訪問して相談、職員は公務員ではないが足立区から委託を受け

た社会福祉法人であり、他は NPO 法人か株式会社であるなどの説明があった。次に、「介護保険」の利

用には申請が必要、ケアマネージャーが見つからなかったら、包括支援センターに相談。今年4月に法

律の改正が予定されており、保険料が値上げになること、高所得者は自己負担が10％から20％になるこ

となどの紹介があった。最後に足立区独自の「介護保険外高齢者サービス」として、四輪の手押し車式

シルバーカー、紙おむつの支給、住宅改修、緊急通報システムの設置（救急車の要請）などが紹介され、

盛大な拍手があった。最後に、講師は聴講者の一人

ひとりが相談員になってくださること、そしてわか

らないことがあったら、基幹包括支援センター 

（5681-3373）を紹介してくださいとお願いして終了

した。 

 
月例会では、「基幹地域包括支援センター」につい

て、解っているようで知らなかったことを一緒に学

びました。皆さんと、心身共に健康で活動できる楽

しさを、長く続けて行きたいですね。一つひとつ丁

寧にお話しをして下さったのは、地域福祉課長 結城

宣博さんでした。  

 

月例会には新会員3名が参加されました。成田三吉

さん、篠原英也さん、土井宏之さんです。活動する

仲間として楽しく関わっていただけるとうれしいで

す。 

 

お楽しみの「日本海」に、新会員も参加され、和

やかな会話が行き交いました。   

（ボランティア活動推進部） 
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新会員紹介 
 

篠原英也さん 

「67年間培った力を発揮します」 

一昨年の6月に43年間の産業界を卒業し、第二の人生に突入しております。理系

で育ったこともあり日本の歴史を学びたかったのですが、近くに学びの場を探すこ

とが出来ず昨年は東京電機大学で一般向けの工科系公開講座を受講しました。さて

今年はと思っていた時、「男ボラ」で本会を知り、活動内容も理解することなく入

会させていただきました。67年間培った力を発揮し地域の皆様の学びのご支援と自

らも緩やかな成長を願い楽しく学びたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

成田三吉さん 

「新たな挑戦」 

私はかねがね定年退職後は全てをリセットして、今まで足を踏み入れ無かった

文化、教養等の講座等を聴衆して何かを吸収したいと思い「ときめき」の男ボラ

に足を運びました。そこで第一に目に飛込んだのが、「楽学の会」・・講座でした。 

楽学ニュースを読み幅広い分野に取組でおられる。活動内容に共感を持ち、私に

も何か得るモノがありそうだと思いました。新たな挑戦では有りますので、宜し

くご指導お願い致します。 

 

土井宏之さん 

「ピピッとくる場がありました」 

定年という響きが現実のものになって1年半。宮仕えの身の根っこにあったもの

が社会と関わりを持つこととわかり、活動の場をあちこち探している時、住いのこ

んな近くにピピッとくる場がありました。それが【楽学の会】。しかし、地域のこ

とを知らない定年男にとって初めての場に向かうのは気持ちがガクガク。イッテシ

マエと向かって内容を聞いてみるうち、事務局長から入会の手続きまで済ませて頂

きました。そんな訳ですが、皆様よろしくお願いします。 
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みんなの広場 
こんなことをしています 

豊かな森をもう一度 ―奥山自然林 保全・再生― 

 花粉症の季節に入ってからマスク姿の人を多く見かけます。 

花粉症の原因の一つであるスギ花粉はどうして多く飛んでい

るかを知っている人はどれだけいるでしょうか。それは戦後

の国策にあります。野生動物の餌である広葉樹を伐採してそ

こに杉の木をどんどん植えたのです。50年以上育った杉花粉

が、今人間を苦しめているというわけです。野生動物も食べ

るものが少なくなり人里に現れるようになりました。人工林

を早く除去しないと大変なことになります。 

私は3年前に、野生のクマたちが棲める豊かな森に戻そうと運動をしている日本熊森協会の

会員になりました。年齢的に若い人達との山の中での作業は出来ませんが、せめて山の入り口

までは行ってみたいと思っています。 

豊かな自然の森は国土のわずか7％だと言われています。山崩れが発生する度に「ここにも

人工林があった」と心が痛みます。人工林がなかったら花粉症で悩む人がこんなにもいなかっ

たろうに、そして動物たちも人里に出てきたからと言って殺されることもないだろうにと思う

のです。 

私は微力だけれども、これからもこの奥山自然林の保全・再生の活動を続けて行きたいと思

います。                                （佐野祝子）    

 

みんなの広場 

バヌアツ：大型サイクロンが直撃 

 

太平洋の島国バヌアツに3月13日、大型サイクロン「パム」が 

直撃。被災した子どもたちは8万人以上にのぼるとのことです。 

（3月18日時点：ユニセフ発表） 

 

多数の家屋が倒壊し、人口の半数が被災したとのこと。 

ユニセフは当面の緊急支援に必要な300万米ドルの支援を国際社 

会に要請しています。 

私たち人類に起因すると言われる地球温暖化による影響が気候の

変化をもたらしているのかも知れません。私は、地球温暖化につい

て多少知識を持っていましたので、つい最近依頼を受け、講演しま

した。  私たち一人一人が問題点に関する意識を持つことが大切

であると思います。温暖化による海面の上昇により消えて行く島々

があります。                   （小林徹） 

 

ツバルの現実 

消えて行く島 
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運営委員会だより （3月2日） 
 

1．代表挨拶：報告および提案  

   平成26年度の締めくくりの月となりましたが、楽学の会の活動は何処で一区切りということはな

く、営々と継続、引き継いでこそ成り立つ活動です。 

先日の台東区視察の質疑応答でも話しましたが、活動をどのように引き継いでいくかが、最大の

課題となります。 

この度も、新入会員の入会がありましたが、活動を共にした時から引継ぎは始まっています。本

人の意思も大事ですが、1年後に役割を担う人材となって頂けるかは、受け入側の運営体制がどう

であるかによっても、左右されます。 

  皆様のご協力をお願いいたします。 

 

2．議題 

(1) 情報交換 

  ・NPO 法人 千住文化普及会 櫟原文夫氏よりご案内 

    葛飾北斎「富嶽三十六景」千住浮世絵三カ所顕彰碑建立とふる里づくり事業の件 

・目白大学・鈴木章生教授よりイベントのご案内：「染の小道」フォトコンテストの件 

  ・「台東区社会教育委員会視察」について 2/18  終了 14人 

  ・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」 3/5,6 

 (2) 月例会開催について 

  ・3月月例会 3/18（水） 足立区社会福祉協議会地域福祉課長 結城宣博氏 

テーマ：「地域包括支援センターについて」 

(3) 27年総会開催について   5月22日（金）15：30 開催 

26年度事業報告・27年度事業計画の提出日  3/23、  

4/1運営委員会にて、各部局長は概略を説明 

監査会  4/24（金）14:00   (監事・事務局員・代表) 

 (4) あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

・「狂言」2/8,15,22 応募者52名 受講者46名 終了 

・「吉田松陰」2/21,28、3/14  応募者95名（抽選80名） 受講者65名 

・「日本経済」「ジャズ」4月開催 依頼状発送3/2 →送付先確認 済 

（5）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 応募者61名 

 (6) 各部局・PT からの報告および提案（省略）     (7)その他（省略） 

 

4月月例会案内 
日時：4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：平成26年度の振り返りと27年度の抱負  

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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パソコン講習会 テーマ募集 

当会主催でパソコン講習会（初級程度）

を行います。 

会員皆さんからのテーマを募集していま

す。奮ってご応募、参加をしてください。

（事務局）



 
 
 
◎ ＮＨＫ主催「大英博物館展」関連文化講演会 

日  時： 5月9日（土曜日）午後2時～3時半 

会  場： 生涯学習センター 4階 講堂 

講 演 者： 水田 有子氏（東京都美術館学芸員） 

対象・定員： 198名 

ボラ募集人員： ７名程度（会場・講演者接待・ 

受付・司会・記録等） 

集合時間： 午後１時（講堂）開場：午後１時半 

運営ボランティア募集 

◎申込先： 齋藤（ボラ活部）t3436s@yahoo.co.jp 

ＦＡＸ： 03-5813-3759（事務局）掲示板表示 

 
ボランティア 情 
 

◎ 講座名：俳諧の歴史 松尾芭蕉とその前後  
日 時： 平成27年5月23日～6月13日  

全4回  毎週土曜日 午後2時～3時半  

場 所： 生涯学習センター 5階 研修室4 

受講料： 3,600円（一般）、2,520円（70歳以上の方、

障がい者手帳をお持ちの方） 

定 員： 35人（16歳以上の方） 

内 容：松尾芭蕉により文学にまで高められた俳諧

の歴史とその足跡を学びます。 

第1回 俳諧の歴史と伊賀上野の松尾芭蕉 
第2回 江戸での松尾芭蕉とその門人たち 
第3回 芭蕉の旅と『奥のほそ道』『猿蓑』 
第4回 芭蕉の「かるみ」とその後の俳諧  
講 師： 佐藤 勝明氏（和洋女子大学副学長・教

授、文学博士） 

 

◎ 講座名: 大人の学習塾 

  「頭の体操 くらしの中の中学数学」 

日 時：平成27年5月14日～9月24日 

毎週木曜日（7月30日・8月6日除） 

午後7時～8時 

場 所：生涯学習センター 5階 研修室5 

受講料：10,800円（一般）、7,560円（70歳以上の方、

障がい者手帳をお持ちの方） 

資料代：1,000円  

定員：25人（16歳以上の方） 

内 容：生活の周りを見れば数学だらけ。「数遊

び」、「図形の見方」、「日常生活での数学」などコ

ンパス、定規などを使って作業をしながら中学で

習う数学を楽しみながら学びます。数学検定3級

程度の内容にもチャレンジしてみます。 

講 師：加々美 勝久氏（元お茶ノ水女子大学附

属中学校副校長）  
  
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 

4月 1日(水) 午後3時～5時 研修室4 

◎ 月例会  

4月15日(水) 午後3時半～ 研修室3 

◎ 学習支援部 

4月9日(木) 午後2時～ ワークルーム 

◎ ボランティア活動推進部  

4月 8日(水) 午後2時～4時 ワークルーム 

◎ 広報部 

4月  8日(水) 午後2時～4時 PC 会議 

4月20日(月) 午後2時～4時 ワークルーム 

4月24日(金) 午後2時～4時 ワークルーム 

◎ 事務局 

4月 2日 (木)午後2時半～4時半ワークルーム  

4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  

4月15日(水) 午後2時～3時半 研修室3 

◎ 大学塾講座企画会議 

4月 1日(水) 午後1時半～3時  研修室4 

◎ 生涯学習センター 休館日 

4月 13日(月) 

★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★ 

 

今年度は新たに入会された方々にも、積極的

に活躍頂き無事に事業が終了致しました。 

新年度もさらに、意欲を燃やして頂き、新

たな視点での活動の幅を広げる挑戦を期待し

ます。新年度も引き続き皆様の活動の様子を

楽しくお伝えして参ります。  （広報部） 

 
 

 

クラウドとは cloud=雲のこと。Cloudcomputing 

の略で もやもやしたはっきりしない状態のこと。

従来はユーザが自分のケータイやパソコンの中に

ソフトウェアとデータを保有し、使用管理してい

ました。しかし最近、ネットワーク上にあるサー

バにソフトやデータを置き、ユーザは必要に応じ

てアクセスしてサービスを利用する方式が増えて

います(特に業務用)。所有(買取)からレンタルへ 

と同じようなトレンドです。     (神戸明)

 

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 
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編集後記 

生涯学習センター 講演会 

運営ボランティア募集中 


