
講師：中島 勝正 氏 
（税理士・不動産鑑定士中小企業診断士） 

 

 

 

 

会  場  ▼ 生涯学習センター5 階  研修室 4

対  象  ▼ 16 歳以上の方 

定  員  ▼ 30 名（申込先着順） 

受講料  ▼ 無 料 

マッサンとリタで綴る 
ウイスキー  講  座 

 

 

 

講師 :宮永 剛 氏  アサヒビール（株）品質保証部
お客様相談室 室長 ウイスキープロフェッショナル
  
 
 
 

 

 

 

 

今、見直す『誠信交隣』 

朝鮮通信使の実態  
                                   講師プロフィル 

                    安藤 義雄氏（足立区在住）
                  元.都民カレッジ江戸東京科講師
                  足立史談会 名誉会長 

 

回 月/日 テーマ・講座内容 

１ 11/13 豊臣秀吉による朝鮮出兵の実態･･･ 

2 11/24 朝鮮陶工村の 400 年の歴史 

3 12/11 朝鮮通信使の規模、道中の歓迎と接待 

４ 12/22 朝鮮通信使がもたらした様々な文化と交流

開催曜日：11/13・12/11（金）11/24・12/22（火）

開催時間：午後２時～４時  会場：研修室１ 

受講料：2,000 円  定 員：50 名（抽選） 

申込締切:10 月 30 日（金）必着 

申込・問合せ先：あだち区民大学塾 事務局 

〒120-0034 足立区千住 5－13－5（学びピア 21） 
電 話・FAX 03-5813-3759 (平日午後 1 時～5 時) 

 

が  く    が  く 

 

 
                        

 

 

 

 

 

 

  講座内容 

１回目：ウイスキーづくりの軌跡と 

マッサンとリタ物語 

２回目：世界のウイスキーと愉しみ 
会場:生涯学習センター(学びピア 21) 4 階 講堂 
受講料：1,000 円 (20 歳以上・車での来場不可)  
定員 70 名 (抽選) 申込締切：10 月 29 日(木)必着 
申込・問合せ先：あだち区民大学塾 事務局 
〒120-0034 足立区千住 5－13－5（学びピア 21） 
電 話・FAX 03-5813-3759 (平日午後 1 時～5 時) 

 

 

 

相続が気になる方の非課税枠贈与のススメ 

 

 

 

所 属 
東京税理士会・TKC 東東京会 
日本不動産鑑定士会 
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 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 
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  区民が学ぶ・教える・創る

平成 27年 あだち区民大学塾講座開催案内 

父母・祖父母からの贈与は,私

たちの家計や暮らしに直接かか

わってきます。非課税贈与制度

の概要や非課税贈与枠を上手

に使う方法、いざという時に役

立つ情報など、わかりやすく学

びます。 

11 月 16 日（月）・20日（金）

 2 日制 午後 2時～4時 

アサヒビール（株）提供

☆１１月１１日（水）

☆１１月１７日（火）

全２回 
２時 30分～４時30分 

※プレゼント付 

平成27年度  足立区生涯学習センター  区民カレッジ講座
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家族で学ぶ楽しい『論語』 
 

8 月 5日開催。論語と言えば素読。今回、須藤講師が用意されたテキストに
は６章句があり、全員で 2 回ずつ素読することから始まりました。「子曰
く・・・・」の声が心地よく響き渡り、素読→解説→素読の軽快なテンポで
進みました。章句の内容は“言葉”や“思いやり”、“過ち”や“恕（自分
がされて嫌なことは人にはしない）”についてと、始章句「子曰く、学びて
時に之を習う。亦説ばしからずや。・・・・」 などの 6 章句でした。3 人
の子どもたちには素読の際のリード役を、皆さんの前に出てもらい大きな声
で全員が唱和するなどの工夫もあり、子どもたちの凜とした声が会場に響き

わたり大変心地のよいものでした。最後はまた全員で素読を繰り返して終わりました。 
質問がありますかの問いには、「先生はなぜ論語の先生になったのですか」などの微笑ましい質問もあり、
先生も丁寧に応じていました。講義終了後、家族で先生と歓談するなどの和やかな雰囲気もありました。 
講座への参加者は、大人 7名、子ども 3名（小 1、小 3，小 4 各 1名）の合計 10名でした。もう少し参加
してほしい人数でしたが、この時期は学校のプールなどの行事とも重なり、それも一因ではないかと思われ
ました。                                       （佐々木善光） 
 

江戸しぐさ ～今に生かす江戸のこころ～ 

 

9 月 4 日・11 日・18 日（各金曜日）午後 2時～4時・研修室 4において、
応募者 36名 ・受講者 36名・延 91名で行われた。 
講師は NPO 法人江戸しぐさ事務局長鶴見 泉氏。1 回目「江戸しぐさが生ま
れた背景」2 回目「江戸町衆の感性と江戸しぐさの本質」3 回目「江戸の子
育てと“いき”な言葉としぐさ～その具体例～」（傘かしげ・こぶし腰浮か
せなど）と題して講義は進んだ。江戸しぐさは、伝承文化であり口伝を通し
て江戸の商人たちがリーダーとして行った。その根底には、徳川家康が江戸

の将来を見通して開府したとき「水清く 入り江のありて まなゆたか 四方見渡せる商いの町」と言い、大
阪商業集団を連れてきたときに始まるという。やがて、江戸は 100 万人都市へ。人々が気持ちよく住むため
の知恵が生まれた。江戸の商人の生活信条から生まれる親から子への伝承が、江戸しぐさの本質となってい
ったという。アンケート回答には次のような言葉が寄せられた。 
・江戸の町人の生き方がよく分かりました。・表現に無駄がなく簡潔な言葉運びでよく理解できました。 
・小さいころ三越のそばの小学校に通っていましたが、友達の商家では自分の家とは全く違う生活を子ども
ながらに見たことを思い出し、今回の「江戸しぐさ」を当時目にしたこともあったと思い出しています。・
現代に通じるものがありました。                             （今野君江） 
  

歩いてみたい「古代奈良」歴史入門講座 
 
本講座は、大学塾で大江戸入門講座も担当された、奈良まほろばソムリエ検定一
級の大沢正明氏を講師に 9月 5・12・19 日各（土）全３回、研修室１に於いて、延
べ受講生 171 名が参加し開催された。 
実際に歩かれた現地の映像とマップ、資料を基に、「山の辺の道」、「竹内街道」、
「太子道と阿倍山道」の奈良の各古道を、古代史をたどりながら、見所多く、わ
かり易く、楽しく解説され、“今回の講座の資料と知識を持って、ぜひ行って歩
いてみたい”という受講生の感想が多く寄せられた。          
＜受講生の感想のご紹介＞ 
・興味深く、歩いてみたくなります。・わかりやすく大変良かった。京都・奈良は大好きなので次回行く機
会が有りましたら参考にして是非歩いてみたいと思います。・古寺や建物関係と思っていましたが、道のお
話で又奈良の勉強が出来ました。                      （田中国弘、佐久間實） 
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生涯学習センター講座開催報告 
NHK 関連文化講演会 特別展「生命大躍進」（9月 5日開催） 

 

国立科学博物館で開催中の特別展「生命大躍進」

の NHK 関連文化講演会が、足立区生涯学習センター

講堂で 166 名が参加して開催されました。講師は国

立科学博物館名誉研究員 冨田幸光氏です。 

生命の誕生より人類に至るまでの、地球 40 億年

の生物の歴史の中から、哺乳類の起源と繁栄を中心に話されました。カタカナの生物の名が多く出て、生物

の進化の多様性を判断することの難しさを感じました。 

科学が進歩して、DNA や放射性炭素装置などによって、生物の年代を知ることが可能となりましたが、誤

差が生じるようです。その謎解きを国立科学博物館で共に確認したいと思いました。 

                                       （安田善英） 

第 8回自治体教育政策シンポジウム 
「地方創生」へ教育からの発信 参加報告（8月 21 日開催） 
 

今回のシンポジウムは、人を育てることを抜きにして、停滞

する地方をよみがえらせることはできないという政府が設置

した「まち、ひと、しごと創生本部」の考え方を受け、そうで

あるならば教育政策を通して、地域社会を考えてみようという

主旨で開催されました。そして、教育が地域を変えることを信

じて実践されている自治体や学校、公民館や NPO 団体など、さ

まざまなセクターの協働によって、市や町を挙げた新たなコミ

ュニティの形式を強力に進めている四つの地域の事例が紹介

されました。事例発表者は近江正隆氏（うらほろスタイル推進

地域協議会 事業コーディネーター）、浦崎太郎氏（岐阜県立可

児高等学校 教諭）、関 福生氏（愛媛県新居浜市 市民部長）、石井賢一氏（福島県双葉郡富岡町教育委員会 

教育長）です。それぞれの立場で、子どもたちが夢と希望を抱ける町づくりを目指しながら、学校教育の中

で「ふる里教育」や「キャリア教育」を実践し、子どもたちが地域に愛着と誇りを持てる取組を先生が主体

になって行い、そのサポートを地域住民がバックアプする様子が報告されました。また、そうした相互の触

れ合いを通して、子どもたちが生活感や生き方を学び、“感謝の心や思いやり”と“心豊かな人間性”を育

んでいる成果も報告されました。しかし、石井教育長からの「帰る場所が無い、何もないところからどうや

って創生していけばよいのか」という発言には、原発による深刻な災害に悩む思いが会場に伝わり、一筋縄

では語れない「地方創生」もあることを実感しました。そして、今後の継続に向けて、住民の地元に対する

当事者意識と共に愛郷心を備えた人材の育成が課題になるのではと思いました。 

 次に事例発表の四者に加え、社会教育編集長の近藤真司氏

によるコーディネーターと中西茂氏（読売新聞東京本社調査

研究本部 主任研究員）のコメンテーターによるパネルディス

カッションに移りました。4 者のパネリストが相互に意見を

出し合い、近藤編集長のコーディネーターとしての役割も見

事でした。終了後は「社会教育サポーターの会」のメンバー

が集う「コムエックス」に会場を移し、中西氏を交えた 9 名

がシンポジウムの感想などの意見交換を行い、最後まで有意

義な機会に恵まれました。                                  参加者：早坂津夜子・成田三吉（記） 
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﨑山みゆき顧問・協会発足祝賀会と出版記念参加報告（7月 29 日） 
 

この度、当会顧

問としてご支援を

いただいておりま

す﨑山先生が、一

般社団法人日本産

業ジェロントロジ

ー協会を設立され代表理事に就任されました。 
また、著書「シニア人材マネジメントの教科

書」を出版され、合わせて銀座の「交詢社」に

て記念パーティーが催されました。ここに至り

ましたのも、先生の長期に亘る研究と実践の繰り返

しが実を結ばれてのことと、会員一同お慶び申し上げます。 
祝賀会に先立ち「シニア人材を活かす、産業ジェロントロジー」と題した講演があ

り、産業ジェロントロジーにおける事業展開とコンテンツの紹介がありました。 
そして先生は、「働くシニアの心身の変化（老化）を正しく理解することを『産業

ジェロントロジー』といい、高齢社会で働く我々には欠かせないこと」なので、この

ことについて、皆さんが伝道師となっていただきたいと話されました。 
﨑山先生の確かな一歩に接し、パーティー会場も最高潮の中、一周年記念の再会が

発せられました。 ※ジェロントロジー教育（老年学）        早坂津夜子 
 

 
みんなの広 場    荒川へ出掛けて見ませんか② 

さあー・これからが  ハゼ釣りシーズン 
 

「江戸前といえば･･･まずハゼの天麩羅」  
今年も虹の広場前や千住新橋と西新井橋間の川原の両岸では、梅雨が明けて夏本番、8月ともなると本格

的なハゼ釣りのシーズンが始まる。この時期のハゼは春に生まれた子が 7～8 センチに育ち浅い岸辺に群れ
ていて初心者やベテランを問わず、意外と容易に入れ食い状態で釣り人を退屈させない。まず釣りに必要な
道具は短か目の柔らかな竿と目印の玉ウキとおもりを使った脈釣り仕掛けが一般的で、餌はキジやゴカイが
使われる。 
釣り場は流れが緩やかで水の深さは１メートル以内、ハゼが隠れられる小石や障害物が適度に有り、釣り

場は足元が安全な場所が望ましい。餌のキジやゴカイは長くても２センチ以内、針も小さ目が好ましい。ま
ず仕掛けを軽く向う側に投げて浮き下を確かめながら、ゆっくりと手前に引いて来ると、突然竿先にプル-
プルッと反応があり、更にウキと共にグゥグゥ－と竿が強く引き込まれて行く、ハゼが針掛かりした瞬間で
ある。でもハゼは引きが強いため手応えだけではその大きさが判りずらい、竿を真っ直ぐに立て手前に持っ
て来て水面より抜き上げるまでがドキドキして期待に夢膨らむ瞬間である。ハゼ釣りは向う合わせで誰にで
も容易に釣れる為、夏休みの子供達を夢中にさせ、又多くの釣り愛好者達をも楽しませてくれる。でもこの
時期は日差しが強いので水分を十分に取り、帽子を被ってくれぐれも熱中症には
注意する事も大切です。 
そして秋風が吹き込み千住の街のあちこちで秋祭りの笛太鼓が聞え始まる頃

に成ると、土、日曜日の荒川の両岸には多くの釣り人が糸を垂れる。いよいよ秋
の風物詩とされる本格的なハゼ釣りのシーズン最盛期 (誰もが夢見る数釣り一
束「100 匹」の釣果も容易に望める) の到来である。そして秋の肌寒い川風が吹
きはじめる 10 月ともなると、ハゼは低くなった水温を避けて深場へと異動し始
め、子供達の楽しかったひと夏の思い出と、夏秋のハゼ釣りを大いに満喫した太
公望達のシーズン時期もゆっくりと終りを迎える。 
江戸前の味覚と云えば、まず何と言っても、ハゼの天麩羅。アナゴの寿司と共

に食通には欠かせない季節の味です。特にハゼは淡白で美味、究極の天麩羅ダネ
です。シーズン中には是非一度は食して頂きたい一品ですね。 
                                                    （金子勝治） 

 

参加者笑顔の集合写真 
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9 月 月例会報告 （9 月 16 日） 

  

テーマ 1：「地球温暖化の真実」講師：楽学の会会員 小林 徹 氏 

テーマ 2：DVD 上映 「気仙ボケ一座」の寸劇 

 月例会の前に、皆援隊講座受講者

の糸井史郎様が月例会の見学を希

望され、検討会議にも参加して頂き

ましたが、早坂代表と江川氏から改

めて紹介があり月例会を共にしま

した。 
今年は異常気象で 7 月～8 月上

旬に掛け、35度 C以上の猛暑に見

舞われ、後半は記録的な豪雨で大

きな被害を被った。折しも今月の月例会のテーマは「地球温暖化の真

実」の講演である。説明は地球誕生から人類の歴史で始まり、文明の

発展に伴って産業が拡大、大気中の二酸化炭素（CO2）が増加し、地球

の気温が上昇するに至った。このために世界各地で異常現象が起こっ

ている。温暖化回避のため、「気候変動枠組条約締約国会議」（COP）、

「国連気候変動に関する政府間パネル」（IPCC）などの国際的な取り組

みが進められている。 

人間が住み続けられる地球を守るためには、企業のみならず個人的

にも二酸化炭素の削減を目指していかなければならないと痛感させら

れる内容でした。 

続いて「気仙ボケ一座」の DVD「認知症サポート」を上映。加齢によ

る「もの忘れ」と認知症の人との違い。認知症の人に対するサポートの

仕方をコミカルに表現していた。地域の支援活動に参考になった。         

（月例会出席者：22名） 

月例会を見学して頂いた糸井史郎様はその後の懇親会にも参加して下

さいました。 

                  （ボランティア活動推進部） 

あだち区民大学塾の講座検討会議 （9月 16日） 
 

 平成 27 年度は前期（4～9月）で 11講座を開催しました。多数の方に受講を頂き

好評を頂いています。今後も７講座を準備中で、年間で 18講座（過去最高）を提供

する予定です。今月より平成 28年度の講座検討を開始いたしました。会員の積極的

講座提案を頂き、区民の皆様に有益な講座を提供していきたいと思います。なお司

会は今月から 学習支援部の佐々木さんが担当となりました。 

                                       （学習支援部） 

 

寄贈本紹介 
 

いとう啓子著  猫と鐘 マルタ留学記 
出版社：（株）BCCKS 

 いとう啓子様は、「社会教育サポーターの会」メンバーで、フリーの編集者とし

てご活躍です。 
 この度の著書は、筆者のチャレンジ精神と細やかな感性とが合いまった、素直な

表現が何とも心地よく、一気にマルタ島に引き込まれます。電子辞書でも読めます

（アドレスは早坂まで）。 
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あだち皆援隊講座講師報告（開催日 9月 5日 Ｌソフィア） 

 

本講座は、足立区区民参画推進課の主催事業です。今回は、A コー

スとして 8回で組まれている「パーソナルコース」の第 6回目の講師

として、早坂代表理事が登壇し「地域に広げたい学び場のつくり方」

をテーマに、「あだち区民大学塾」事業を事例とした“学び場”のつ

くり方を講義しました。また、後半では、受講者の自己紹介や「どん

な講座をつくってみたいか」などの意見を書いてもらい、同行した江

川武男理事と佐々木善光理事も加わり、参加者との意見交換や活動体

験事例などで交流も図りました。 

受講者は 13名で、既にボランティア活動を始めている人、昨年の

皆援隊講座に参加し、仲間同志で何が出来るか話合っている人、何

かをしなくては、と考えている人、等々多彩であった。講演を通じ

て「楽学の会」についても、十分な理解がなされたのではとの手応

えを感じました。 

また、講座のコーディネーターを務められた、柏まちなかカレッ

ジ学長・山下洋輔氏より、著書「地域の力を引き出す学びの方程式」

の寄贈が当会にありました。そして、手応えの実証は、受講された

糸井史郎さんが後日、当会に入会されたことです。 

                                      （江川武男） 

 

320 あだち NPO フェスティバル 2015 開催案内 

 

足立区役所 1階アトリウム・2階庁舎ホールにおいて、10月 4日（日）に開催され 

ます（11時～15時 30 分）。奮って参加ください。当会はパネルを展示します。 

 

 

あだちサークルフェア 2015 開催案内 
 

足立区生涯学習センター（学びピア 21）において、10月 10 日（土）・11日（日）の両

日（10 時～16 時）に開催されます。皆さん、お誘いの上参加ください。当会はパネルを

展示します。 

 
  

常総市へ緊急支援用雑巾 寄贈（9月 17 日） 

 常総市緊急支援用雑巾の募集にご協力有難うございました。 

台風 18号の通過にともない、9日から 10日にかけて記録的な豪雨が降った

茨城県常総市では鬼怒川が決壊し家屋の流失や床上浸水など甚大な被害が

発生いたしました。 

床上浸水の被害にあった被災者向けに寄贈頂きました雑巾は足立区 NPO

活動支援センターを通して足立区 NPO 法人「地域の芽生え 21」にお渡しさ

れ現地活用されます。 

ご寄贈頂きました方々には御礼申し上げます。                  （事務局） 
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運営委員会だより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月運営委員会（8 月 3 日） 
1.代表挨拶：報告および提案 
猛暑の最中、講座の運営への御協力ご苦労様で
す。また、7月の暑気払いには、平野所長はじめ、
職員 2名の参加を頂き、相互のコミュニケーショ
ンがより深められたのではないかと思います。
7 月 29 日、当会顧問﨑山みゆき様より、一般社
団法人「日本産業ジェロントロジー協会発足祝賀
会」並びに、﨑山みゆき出版記念のご案内を頂戴
し、出席させていただきました。 
当会は既に月例会（楽学ニュース 191 号参照）

で、﨑山先生の「ジェロントロジー教育」の開発
計画の講義を伺っております。それが早い段階で
協会設立まで漕ぎ着けられました。 
会を代表して、心からのお祝いのメッセージをお
送りしております。 
当会はどの団体も成し得ることのできないよ

うな先生方に顧問として、ご支援をいただいてお
ります。これからも、こうした環境の中で活動し
ていることを意識してまいりたいと思います。
2.議題 
(1)情報交換 
・NPO フェスティバル 10/4（日）開催、詳細は
後日連絡する 

・北斎顕彰碑建設の除幕式 10 月に実施（事業
者 千住文化普及会・櫟原文夫氏） 
会として除幕式に出席（祝金）予定、→大学
塾特別講演会「葛飾北斎富嶽三十六景千住浮
世絵のなぞ」を 28年 4月に実施（講師 櫟原
文夫氏） 

 ・荒川コミカレ「学園祭」7/19、訪問者江川 報
告は楽学ニュース 210 号 

  ・7月運営委員会「台東区まちづくり協力員会」
との交流会後日報告の件→交流会報告は楽学
ニュース 210 号に記載 

  ・あだち皆援隊講座に「楽学の会」登壇 
講師：早坂代表  9/5（土）10時～12時 
開催場所 Ｌソフィア 

(2)月例会開催について 
 ・8月月例会 ナシ、 9月月例会 9/16 開催
 (3)あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地
域協働講座） 

・「中世古文書」終了 応募者 31 名 受講者 29
名 礼状 8/4 
・「初めての論語」終了 応募者 42 名+1 名 受
講者 40名 礼状 8/4 
・「家族で論語」8月開催 依頼状発送 7/2 応募
者 17名  
・「江戸しぐさ」「古代奈良」 9月開催 依頼状
送付 8/4 

 (4) 受託事業について 
 ・「相続が気になる方の非課税枠贈与のススメ」
11/16・20 実施 見積書提出済 
(5) 各部局からの報告・その他（省略） 
 

9 月運営委員会（9 月 1 日） 
1.代表挨拶：報告および提案 
通常であれば残暑の時期ですが、急な気候の変

化で体調を崩されませんように、気を付けてまい
りたいと思います。 
  8 月の事務局休暇の期間も、様々な事務処理で
ご協力いただきました皆様、ご苦労様です。 
21 日は、近藤真司社会教育編集長が登壇された、
政策研究大学院大学のシンポジウムに参加しまし
た。内容については、「楽学ニュース」やこれから
発行の「社会教育」紙上にも掲載される予定です
ので、ご覧いただきたいと思います。 
また、NPO 法人「すみだ学習ガーデン」の 15周

年記念事業のご案内をいただき、パネルディスカ
ッションのパネリストの依頼を受けました
（10/17）。記念事業には、当会員の皆さんも参加
させていただき共にお祝いをしたいと思います。
2.議題 
(1)情報交換 
・NPO フェスティバル 10/4（日） ボラ活部よ
り全体説明あり 

・あだちサークルフェア（10/10,11 あだち区民
まつり） ボラ活部より全体説明あり 
（会員の１日出席者に、昼食準備。３日間とも）

・皆援隊 9/5、10 時～12時 早坂(講師)、Ｌソ
フィア 江川・佐々木参加 

・自治体教育政策シンポジューム（政策研究大学
院大学）8/21 成田氏より報告（10 月楽学ニ
ュースに掲載） 

 ・センター講演会「生命大躍進」 9/5、運営ボ
ラ 7名参加 
・男ボラ粋生き倶楽部（旧男ボラ）9/27開催 「ふ
るさと学舎・足立姫」 総合ボランティアセン
ター 2時～4時 

 (2)月例会開催について 
 ・9月月例会 9/16 「地球環境について」小林
氏 他 

 (3)あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地
域協働講座） 
・「家族で論語」 終了 応募者 17 名 受講者
10名（内子ども 3名） 礼状 10/2 
・「江戸しぐさ」 9/4、11、18 応募者 37名 礼
状 10/2 
・「古代奈良」  9/5、12、19 応募者 73名 礼
状 10/2 
・「話し言葉」「俳句の歴史」10 月開催 依頼状
送付 9/2  
(4) 受託事業について 
・「相続対策」 11/16、20 開催 見積書 提出
済 チラシ完成 
・「健康づくりに活かす運動とからだの生理学」
全 6回、28年 2月開催、有料講座、センターと
打合せ中 
(5) 各部局からの報告・その他（省略） 
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◎ 講座名：謡ってみよう 
初めての能楽体験教室 

日 時：平成 27 年 11 月 2 日～12 月 7 日 

（11 月 9 日、23 日を除く） 毎週月曜日 

午後 2時～3時 30 分  

場 所：生涯学習センター 5 階  

研修室 1、4階 講堂 

受講料：3,200 円（一般の方）、2,240 円 

（70 歳以上の方、障がい者手帳をお持ちの方） 

定 員：40 名（申込先着順） 

教材費：864 円 

対 象：16 歳以上の方 

内 容：一の谷の戦いで討死した悲運の武将・平経

正を題材とした謡曲「経正」。その謡のあらすじや

見どころなどの解説を交えながら、謡のお稽古をし

ます。最終日は講堂舞台で謡い、能楽師による舞を

鑑賞します。 

講 師： 山階 彌右衛門氏（やましな やえもん） 

社団法人観世会副理事長、観世流能楽師 

 
◎ 講座名：日本古代史入門 

倭の五天から天武・持統朝 
日 時：平成 27 年 11 月 15 日・22 日・29 日の 

毎週日曜日 午後 2時～3時 30 分 

場 所：生涯学習センター 5 階 研修室 3 

受講料：3,000 円（一般）、2,100 円 

（70 歳以上の方、障がい者手帳をお持ちの方） 

定 員：30 名（申込先着順） 

対 象：16 歳以上の方 

内 容：5世紀から 7世紀にかけての 300 年間の古

代国家誕生の姿を見ていきます。 

第 1回 東アジアの歴史と倭の五王 

第 2回 推古女帝と「聖徳太子」～虚像と実像～ 

第 3回 白村江の戦い・壬申の乱と天武・持統朝 

講師：荒木 敏夫氏（専修大学文学部部長.教授） 

 

申し込みは、生涯学習センターへ 
電話（03－5813－3730）または直接窓口へ 
 

10 月「月例会」のご案内 

10 月の月例会は、次の通りです。 

よろしくお願いします。 

◎日 時 10 月 14 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「ボランティア活動体験発表」 

◎発表者 佐々木善光・篠原英也・ 

土井宏之氏（当会会員） 

 

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）     金木犀 

 

  
 

◎ 運営委員会 

10 月 1日(木) 午後 3時～5時  研修室 4 

◎ 月例会  

10 月 14 日(水) 午後 3時半～5時半  研修室 3 

◎ 学習支援部 

10 月 7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 6日(火) 午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 広報部 

10 月 6日(火) 午後 2時～4時 メール会議 

10 月 24 日(土) 午前 10時～12時 ワークルーム 

10 月 28 日(水) 午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 事務局 

10 月 2日(金)午後 2時半～4 時半ニュース発送 

10 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  

10 月 14 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(木) 午後 1時半～3時  研修室 4 

◎ 生涯学習センター 休館日 

10 月 19 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 
広報部 神戸 明  電話：03-3606-0058 

E-Mail：a-kambe@adachi.ne.jp 
 
 

   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★ 
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生涯学習センター 講座情報 

 

 

・楽学の会ホームページ、メルマガは毎月月初

めに更新しています。皆さまの訪問、ご意見な

どお待ちしています。 

ホームページ・メルマガのご案内 

ホ ジ メ ガ ご案内

編集後記 

ニュース211号は8月、

9 月 2 か月の情報をもと

に編集しました。編集会

議には、事務局当番者や

講座担当者も加わり、実

務者の視点も紙面に大い

に反映され、楽しく進め られました。 

（広報部）


