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健康づくりに活かす運動とからだの生理学 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

開催時間   19：30～21：00 
 

 

会場：研修室 4   対象：16 歳以上の方  受講料：3,000 円 

第１回 ２月１１日（木）    

 「加齢に伴う筋量・筋力減少と筋力トレーニング」 

第２回 ２月１５日（月）    

 「加齢に伴う血管柔軟性の低下と運動」 

第３回 ２月１８日（木）    

  「運動による関節痛の軽減」 

第４回  ２月２２日（月）    

「骨密度と運動習慣の関係」 

第５回 ２月２５日（木）    

「運動による呼吸循環器の変化」 

第６回 ２月２９日（月）    

 「メンタルヘルス（認知症など）と運動との関係」 
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講師：中里浩一 氏 

 
 

所属学部：日本体育大学

保健医療学部 教授 

所属研究室： 

運動生理学研究室

人間は、持っている機能を使わないと

驚くようなスピードで、その能力は低

下していきます。 

本講座では、生活機能低下を防ぐ為の、

運動の重要性について学びます。 

平成 27 年度 受託講座 開催案内 

◆ 講座運営スタッフ募集  ◆ 

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    

 講座運営スタッフへの参加をお待ちします。 
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ここまで発達した 現代のロボット 
鉄腕アトムがテレビで活躍した時代から早 50 年がたち、私たちは既に 

その未来に生きています。 

そして、近年の日本における高水準のロボット技術力は、多様性を増し、

生活の中にまで入るようになりました。 

今回は、ロボットを研究する学生たちとも交流しながら、近未来のロボッ

トの役割についても考えます。 

 

講師：井筒 正義 氏 

    東京電機大学未来科学部ロボット・メカトロニクス学科助教 博士（工学） 

 

日時: 2 月 20 日、3 月 5 日、12 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 1、講堂（第 2 回目） 

    講座テーマ： 

     第 1 回 ロボットと私たちの生活 

     第 2 回 学生たちと考えるロボットの役割 

     第 3 回 近未来のロボット 

 

伝説の人『真田幸村』の実像 

～真田一族の軌跡～ 

平成 28 年度ＮＨＫ大河ドラマの主役であり、日本人に最も愛されている戦国

武将が真田幸村（信繁）です。 

幸村が「日本一の兵(つわもの)」と称賛された大阪夏の陣では、徳川家康に一

時、切腹を覚悟させたと伝わります。しかし彼の逸話の多くは後世の軍記物によ

って脚色されています。 

少ない一級史料をもとにドラマでは語られない「英雄」の実像を検証し、幸村

を輩出した真田一族の軌跡を辿ります。 

 

講師：跡部 蛮（あとべ ばん）氏     

        歴史研究家/博士（文学） 江戸ぶら会会長、東京歴史ﾐｽﾃﾘｰ研究会主宰 

 

日時: 2 月 27 日（土）、3 月 13 日（日）、20 日 (日) 午後 2 時～4 時   

会場：足立区生涯学習センター 研修室 1 

    講座テーマ： 

     第 1 回 真田一族の勃興と幸村誕生 

     第 2 回 真田 vs 徳川  ―第 1 次上田合戦から関ヶ原の合戦― 

     第 3 回 幸村と大阪冬の陣・夏の陣 

 

 

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 4ステージ） 



今、見直す『誠信交隣』朝鮮通信使の実態 

11/13・24・12/11・22（午後 2時～4時）の 4回にわた

り、研修室 1において応募者 52 名、受講者 49 名、各回受

講者①47名②43名③43名④43名、延 176名で開催された。

講師は足立区在住・足立史談会名誉会長・元都民カレッ

ジ江戸東京科講師で当大学塾ではおなじみの安藤義雄氏。 

 講義の内容は次の通り。①日本と朝鮮李王朝との外交

関係は室町時代に始まり、相互に国使を派遣しその回数

は 60数回に及んだ。しかし、豊臣秀吉は 1592 年と 1597

年の 2 回朝鮮出兵（文禄・慶長の役）を行い、友好の歴

史は破綻した。江戸時代になると 1607～1811 年の間に計

12 回、朝鮮李王朝は日本の徳川将軍に通信使を派遣し、相互友好を図った。なお「通信使」は信義を基本

とした隣国との交流である「誠信交隣」を意味するという。最初の 3回は秀吉の朝鮮出兵の際に、日本へ連

れてきた技術者や農民の帰還を求める「俘虜刷還使」であったが、後には将軍の代替わりの際の襲職の祝賀

として来日するようになった。②文禄・慶長の役で日本へ連行されたのは陶工・印刷工・建築工・儒学者な

どの技術者や学者と農民であった。しかし帰国を望まず日本へ帰化する者も多く、陶工では薩摩焼・高取焼・

有田焼・萩焼・唐津焼など、その後日本を代表する陶芸

の産地に発展した。その中で薩摩焼の沈壽官の 400 年に

わたる歴史と作品を振り返った。③朝鮮通信使の対馬か

ら江戸までのルートにそって、道中の豪壮な歓迎行事や

接待・交流の様子をたどる。1711 年第 8 回、6 代将軍家

宣襲職慶賀の通信使は 4 月 6 日釜山を出発し、10 月 18

日に江戸に到着した。実に片道 5 か月余りの道中であっ

た。④朝鮮第 8 回通信使の江戸城訪問を通して、両国の

食生活、特に肉食文化や漬物文化の違いを知る。また、

朝鮮民族芸能は日本の地方文化に影響し、現代の祭礼に

もその伝承を見ることができる。なお毎回講義の前に、「朝鮮通信使縁地連絡協議会の平成 21年度活動記録」

の DVD を上映した。日韓双方の各地で開催された朝鮮通信使に関する行事から朝鮮通信使の行列の様子をし

のぶことができた。 

 日本と朝鮮の歴史認識は、近年対立することも多いが、江戸時代の交流を知り更に時代を遡ることによっ

て、両者の交流への理解が一層深まることを期待したい。 

＜受講者の声＞・元々朝鮮通信使に思いがありましたので良い機会でした。・これが動機づけとなり総清見

寺をたずね来年早々鞆の浦を訪ねる予定。・資料が詳しく書かれているので、後で再度読んでも判り易く助

かります。・毎回内容（テーマ）が異なり面白かった。・講義がわかり易く楽しい中に知識を少しは身につけ

られた気がします。安藤先生の学識の深さに敬服いたしました。・表面的な事しか知らなかったのですが、

この講座でより深く知ることが出来ました。 

(糸井史郎) 
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平成 27 年度 大学塾開催報告（第 3ステージ） 



  
足立の紅葉の名所 

薬師寺に行ってきました！ 
 

薬 師 寺 は

「知る人ぞ知

る、隠れた紅

葉の名所」で

す。毎年この

季節になると

紅葉見物に多

くの方が訪れ

ます。皆さん

ご存知でした

か？ 

 11 月 27 日（金）『伊興 薬師寺の紅葉を愛でる会』

が開催されました。この会は「愛着あだちの会」が主催し、「足立区政を見守る会」「足立ほがらかネットワ

ーク」「つもろう会」のご協力を得て、足立区内で様々の活動をされている「楽学の会」「足立音楽祭」「千

住文化研究会」「IT サロン」「UR 自治会」「ハーブ研究家」「音楽堂主催者」「太極拳インストラクター」「足

立区区民参画支援係」などの各団体や個人の皆様総勢 22 人が参加されました。特に「楽学の会」は主催の

「愛着あだちの会」と同数の 4人が参加し大いに会を盛り上げました。早坂さん・岡田さん・篠原さんあり

がとうございました。 

  

 薬師寺（足立区伊興 5-4-3）は曹洞宗のお寺で、寺

名はご本尊の薬師如来からとられていますが、薬師寺

というお寺は全国になんと 250 位あるということです。

当日は竹ノ塚駅改札口に 2 時に集合し、全日本マーチ

ングバンドコンテストに 3 年連続金賞受賞の足立十四

中を左に見ながら、舎人方向に歩くこと 15分で薬師寺

に到着です。住職のお出迎えの後、そのままお庭をご

案内いただきました。お寺を後継すると自覚された十

代の頃から、安行まで出かけて紅葉と椿を買い集めて、

かれこれ 50年庭造りを続けて、今日の美しい紅葉を育

て上げてこられたとのことです。 

 

残念ながら今年は気温が高くて紅葉が遅れていると

のことでした。その後庫裡において主催者の「愛着

あだちの会」斉藤代表より参加者の名前と活動状況

をご紹介の後、ご住職にお話を伺いました。ご住職

はお寺を継ぐ前は世界のブランド品の販売に携わっ

て、サンローランなどと親交がり、パリに住んでお

られたこともあり、世界を駆け回るビジネスマンで

したが、定年後はご住職に専念されているとのこと

でした。お話の後は本堂でお参りの後、本堂前で記

念撮影となりました。解散は 3 時の予定でしたが、

実際は 4 時を過ぎるほどの盛り上がりとなりました。

まだ薬師寺の紅葉をご覧になったことのない方は、

来年の秋に一度足を運んでみては如何でしょうか？ 

（糸井史郎） 
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第 4回 楽学の会 研修旅行記 

平成 27 年 12 月 3 日（木）～  4 日（金） 

栃木県日光市 鬼怒川温泉➡日光拝観 
12 月 3 日（木） 

朝からの雨も昼には上がり 11 名で北千住を出発しました。

ホテルに到着し早速温泉で日頃の疲れを癒しました。夕食は

個室を用意してもらい気兼ねなく飲んで、食べて、話をする

ことが出来ました。話題の一つにこの研修旅行の参加者を増

やしたい、特に女性の方に参加していただくためにはどうし

たらよいか提案もありましたが結論には至りませんでした。

今回の旅行に参加された方は真剣にもっと多くの方に参加し

ていただき親睦を深めたいと考えていることをお伝えしたい

と思います。 

12 月 4 日（金） 

 朝食後、元気にホテルを後にして日光拝観に出発しました。

時折チラホラと雪が舞う寒い一日でした。 

東武日光駅に到着し駅から世界遺産めぐりバスにて日光山に

向かい、表参道（バス停）で下車しました。 

●日光東照宮 

 筑前から運ばれた「石鳥居」をくぐり、「五重塔」見て拝観

料を支払い「表門」へ、おなじみの三猿 

（見ざる・言わざる・聞かざる）の彫刻のある馬屋「神厩舎」、

想像の象がある「上神庫」から「御水舎」で清め（省略）、オ

ランダ国王から奉納された「廻燈籠」は徳川家の家紋の三葉葵が上下逆！家光公は知っていたのでしょう

か？東照宮のメイン「陽明門」（別名：日暮の門）一日中眺めていたかったのですが修復中で見られず残念

でした。特に海外からのお見えの方には気の毒です。完成は平成 31年とのことです。「廻廊」、「唐門」を見

て、左甚五郎の眠り猫のある奥社入口を潜り抜け家康公が眠る奥社へ、無謀にも 200 段の階段を全員が制覇、

お疲れ様でした。階段を下り「薬師堂」（本地堂）の鳴き龍へ、説明員の拍子木のみに反応するのか？鳴き

龍は意図的に造ることが可能、1961 年に焼失 64年再建。 

●日光二荒山神社 

壮大な杉並木の参道を歩き二荒山神社にお参りをしました。 

●輪王寺 大猷院（たいゆういん） 

徳川三代将軍「家光公」の廟所、「家康公」400 年御遠忌記念として家康公御位牌が公開されておりました。

（合掌） 

●輪王寺 三仏堂 

1645 年徳川家光により建て替えられ 2007 年から 500 年ぶり

の大修復中です。三仏堂（本堂）と中に祀られている三仏（千

手観音・阿弥陀如来・馬頭観音）も合わせて修復をしている

状態を拝観することが出来ました。全行程約 3 時間の階段ず

くめの“日光結構”厳しい旅行でした。 

バスにて東武日光駅向かいで遅めの昼食で名物の湯葉をい

ただき帰路に付きました。 

            

（篠原英也） 

◆会社という組織とは違った団体の旅行は久しぶりで新鮮でした。印象は夕食とその後の部屋での宴会で楽

学の会の今後について話しました。永く存続させるためには、人材も講座の内容も新陳代謝が必要ですが先

輩の方々にはまだまだ頑張ってもらいたい。また私の耳に残ったのは人生の先達が語る、今を生きる思いで

した。ご年配の方にも色々な不安やご苦労があるのだと、酒を酌み交わし、一緒に湯に浸かることで、より

強く記憶に残る体験でした。今後の研修旅行が女性も新人も大いに参加して、会の恒例行事にならんことを

思い、北西の方角の白い山並みを眺めつつ家路につきました。 

                                                  （土井宏之） 
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 すずめの世界 
我が家の窓辺に小鳥の餌台を作り、小鳥の好む餌を置き始

めてからは毎日十数羽のすずめがやってくるようになった。

すずめの朝の食事時は凄まじい。われ先に食べようと餌をめ

がけていっせいに突進してくる。中でも子すずめはいつでも

あとまわしだ。 

小鳥の世界にも強いものが力をあらわす。弱いものをつつ

き、追い払い、時には強いもの同士が空中でバトルを繰り返

す。それを見て楽しむ人間の罪深さがちょっぴり私の心をく

すぐる。 

（佐野祝子） 

 

平成 27 年 会員有志忘年会 
 
 去る 12 月 16 日講座検討会議の終了後、会員の有志による忘年

会がお馴染みの「日本海」で行われ、新会員 4名と女性 5名を含

む総勢 22 名が参加した。毎月定例の会議終了後の懇親会で一杯

やりながらコミュニケーションを図っている面々のほか、日頃ほ

とんど顔を出さない会員もこの日ばかりは何人か加わり賑やか

な集いになった。 

 齋藤さんの乾杯の音頭取りにより宴が始まった。初めのうちは

静かにビールで口を濁していたがやがて下町のナポレオンが出、

日本酒が出、ワインが出てくる頃になると徐々に調子が上がって

きた。細長い席で端の方では話が遠い。自席を立ち思い思いの席

へ行っての飲み直し、得意な薀蓄を傾ける輩が多く、次第に熱が

上がってくる。1年間の活動充実感も酔いを助長し日頃口数の少

ない人も酔いが回るにつれて舌が軽快になって少しずつ話が佳

境になる。気心を知るには絶好の機会だ。あっという間の 2時間

が過ぎ、8時ごろになって酔韻を残し齋藤さんの一本締めで解散

となった。 

 今年の忘年会も会員相互の親睦が深まったようです。 

楽学の会の益々の発展を願います。 皆様良いお年をお迎えください。 

                                                            （鹿島健一） 
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みんなの広場 



      12 月運営委員会 （12 月 1 日） 
1.代表挨拶：報告および提案  

歳を経る毎に年月の過ぎるのが、ドンドン早くなっていくように感じますが、27 年も師走の月を残す

のみとなりました。3～4 日は、鬼怒川一泊研修旅行が企画されておりますが、皆様、ゆっくりと楽しん

で来て頂きたいと思います。 

先日、台東区根岸社会教育館の職員の方が当会の活動について知りたいとの申し入れがあり、対応しま

した。社会教育館指定管理者の社会教育主事の研修で、事例として当会を紹介したいとのことでした。こ

れからも、内外の方々に関心を持っていただけるような事業展開を目指してまいりたいと考えます。そし

て、運営に携わる会員の生き生きとした活動が、健康な体づくりにも一役買うことにつながると思います。 

 

2.議題 
（１）情報交換 
    ・八王子生涯学習コーディネーター 悠々学習 34号 
   ・NPO 活動支援センター NPO だより、 「イベントボランティア募集」について 

・マイナンバー制度 講習会報告、 出席江川・市川 

  管理者・担当者の決定、取扱等の管理規約の整備等。源泉 5万円/年間が対象 

 

（２）月例会開催について 

   ・12 月月例会 ナシ、1月新年会（区役所、センターに連絡の事） 
   ＊12/16 有志忘年会開催 

 

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

・「話し言葉」「俳句の歴史」「ウイスキー講座」終了 楽学ニュース・礼状 12/2 送付 

・「誠信交隣」11/13 24 12/11 22 応募者 52 名  

  第 1回 47 名、第 2回 43 名  内有料受講者 49 名 

 

（４）受託事業について 

   ・「相続対策」 11/16、20 終了 応募者 44 名 参加者延 61 名、 請求書提出 

 

（５）各部局・PTからの報告および提案（省略） 

 

□ 各会議の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 新年の抱負 募集案内 

楽学ニュース 215 号に会員の皆さんからの新年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(金)広報部または金子まで（kkaneko1943@gmail.com） 
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◎ 講座名：特別展 

「レオナルド・ダ・ヴィンチ 天才の挑戦」 
日 時：平成 28 年 2 月 27 日 土曜日 

午前 10 時 30 分～正午  

場 所：生涯学習センター 4 階 講堂 

受講料：無 料 

定 員：190 名（申込先着順） 

対 象：16 歳以上の方 

内 容：2016 年 1 月 16 日（土）～4月 10 日（日）

江戸東京博物館で開催する NHK 主催展覧会“特別展 

レオナルド・ダ・ヴィンチ 天才の挑戦”の関連文

化講演会です。日本初公開の円熟期の油彩画《糸巻

きの聖母》や真筆素描など同展の見所を解説します。

講座参加者には同展の招待券を1人1枚プレゼント

します。 

講 師：田辺 清氏（大東文化大学教授）  

 

◎ 講座名：学びピアコンサート 
フラメンコギター哀愁と情熱 

日 時：平成 28 年 2 月 6 日 土曜日 

午後 2時～3時 30 分  

場 所：生涯学習センター 4 階 講堂 

入場料：1,000 円（一律）  

定  員：190 名（申込先着順） 

対 象：16 歳以上の方 

内 容：第 1部はギタリスト 3名によるソロと三

重奏、いろいろなフラメンコ形式の曲をお楽しみ

下さい。第 2部は歌と踊りも加わり華やかで情熱

的なステージが展開されます。木枯らしの季節、

激しく情熱的なリズムにこころもからだも温ま

りましょう。 

出 演：ギター/大山 勇実、塩谷 経、前田 雅俊 

踊り/ 小島 典子、佐中 昌代、中澤 知子 

唄/ 笛田 剛士 

 

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 

 

   2016 年 2 月月例会の ご案内 
 楽学の会「月例会」を下記のとおり開催します。 

 

開催日 平成 28 年 2 月 17 日（水） 

時 間 午後 3 時半～5 時半 
場 所 足立区生涯学習センター 5 階 研修室３  

－テーマ － 
森 太一氏と語ろう！ 
生涯学習から考える 

「楽学の会」の今とこれから 
会員の皆さん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） 

 

  
 

◎ 運営委員会 

1月  5 日(火) 午後 3時～5時  研修室 4 

◎ 月例会（新年会） 

1月 13 日（水）午後 6時 レストラン「さくら」 

◎ 学習支援部 

1月 13 日(水)午後 3時～4時ワークルーム 

◎ ボランティア活動推進部  

1 月   8 日(金) 午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 広報部 

1月   8 日(金)   午後 2時～4時 メール会議 

1月 22 日(金) 午後 2時～4時 ワークルーム 

1月 25 日(月) 午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 事務局 

1月 12 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 13 日(水) 午後 4時～5時半 研修室 3 

◎ 大学塾講座企画会議 

1月  5 日(火) 午後 1時半～3時  研修室 4 

◎ 生涯学習センター 休館日 

1月 18 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽学インフォメーション 

★会合のお知らせ★ 

 

楽学ニュースの2015年での発行も最後となり

ました。皆様の活気と熱気が溢れる様々な活動

の様子をお伝えできたかと思います。 

次号では新たな年を迎えて皆さまの力強い抱

負などもご紹介して参ります。 

皆様方からの寄稿をお待ちしています。 

（広報部）

ホームページグループからのお知らせ 

 
 

ホームページおよびメルマガは、本年を振り返

るに、読者数が順調に増えています。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

頑張っていきます。皆さんのさらなるご協力をお

願いします。 

（HP/メルマガ担当）

ホームページ・メルマガのご案内 

編集後記 
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