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 みなさま、明けましておめでとうございます。念頭に当たり、日頃より

当会の活動にご支援いただいております顧問の先生方を始め、賛助会員、 
当事業講師陣の皆様に感謝申しあげます。   
 新たな希望で一年の計を練られた方々も多いと思いますが、2月開催予定

の「あだち区民大学塾」講座に「ここまで発達した現代のロボット」があり

ます。折しも、昨 12月初旬、テレビのニュースで、「国際ロボット展」なる

ものが有明「ビックサイト」で開催されていることを知り、興味を抱きつつ

足を運んでみました。むろん、素人の知識で理解できる代物でないことは承

知していたのですが、想像をはるかに超える日本のロボットの技術力に圧倒

され、鉄腕アトムがメディアに登場した時代の未来が現実となっていること

に、一気にタイムスリップしたかのような光景を目の当たりにしました。 
 

しかし、会場を後に落ち着いて考えてみると、人間が困難な部分をロボッ

トが補佐しているうちは良いが、これが際限ない進化を遂げていくと、人間が本来持つ能力まで削がれて

いく事態にならないのだろうか、という素朴な疑問がわいてきました。  

そして、同時期に開催されるもう一つの講座テーマである「健康づくりに活かす運動とからだの生理学」

が、ふと頭をよぎり比較していました。二つの講座は、関連性を考慮して企画されたものではなく、それ

ぞれの提案者によって講師の選定やテーマが共催者に承認され、開催にこぎつけた講座なのですが、後者

の企画の意図には「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、その能力が失われてい

く」とあります。  
前述のロボット展によると、ここ 10～20 年の間に実現可能な 49％がロボットに委ねる時代が到来すると

ありました。単純に、どの分野がどうなれば私たちの生活機能に有効なのかの判断は推し量るべくもないの

ですが、生活環境の維持には、どちらも欠かすことのできないジャンルの講座を、偶然、同時期に区民の皆

様へ提供できる企画に出会えていたことに気づきました。 
 

また、 12 月 22 日が 終回となった、『今、見直す「誠信交隣」朝鮮通信使』の講座講師である安藤義雄

先生は、「講師を引き受けることで、私の知らないことを受講者に教えてもらった、まだまだ学ぶべきこと

は沢山ある」と、受講者からの情報提供について語られ、4 回の講義を結ばれました。齢 88 歳にしての先

生の向上心は、企画する者への 良のメッセージとなりました。 

私たちの活動の題材は無限大であり“会員が持つ能力を発揮すれば未来をも担える”という自負を抱きなが

ら、活動を切り拓いてまいりましょう。 
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平成 28 年「年賀状」ご紹介
各方面の方々より年賀状を頂きました 

 

講師：跡部蛮、荒昌二郎、安藤義雄、檪原文夫、石﨑公子、大沢正明、 

岡部晃彦、木元栄子、木村繁、外山義也、堀口茉純、 

顧問：伊藤俊夫、大久保邦子、斎藤哲瑯、瀬沼克彰、 

賛助会員：平木トミ子、緑川智子、油井久仁子、  （各氏・敬称略） 

日頃よりのご支援有難うございます。 
 



 

時代の変化を先取り、魅力ある講座の提供 
学習支援部長 福田哲郎 

 本年は楽学の会設立後 21 年目を迎え、あだち区民大学塾は平成 16 年の講座開始

より 13年目を迎えます。 

 大学塾は区民の皆様に定着してきており毎年多くの方が受講されており達成感、

充実感があります。 

 今後も区民のニーズに応える講座の企画を行い、時代の変化を先取りし、魅力あ

る講座の提供を会員の皆様と一緒に考えて実行していきたいと考えています。 

 学習支援部として会員の皆様の知恵、ネットワークを活用して期待される講座企

画・運営をしていきます。 

 ボランテイアですが 講座企画・運営はやりがいがあり、責任感をもって進めていき、自らも新しいこと

を学んでいきたいと思います。 

 

「見るサル・言うサル・聞くサル」の心境で行動 
ボランティア活動推進部長 田中桂子 

明けましておめでとうございます。今年も健康が一番を念頭に、充実した活動とな

るように願っています。「見ざる・言わざる・聞かざる」は人生の生き方を表してい

るとか・・ 
今年は「見るサル・言うサル・聞くサル」の心境で行動出来ればと思っています。   

また、新入会員の見事な関わり方に期待し、「楽学の会」がより飛躍することを願っています。 
「楽しくなければボランティアは続かない」、「ニコニコ笑顔でボランティア」を 

ボランティア活動推進部のスローガンに今年も皆様と共に楽しく企画し活動していきます。 
 

「楽学ニュース」  より豊かで充実した内容でお届けします 
広報部長 金子勝治 

2016 年の幕開け、今年も広報紙の紙面を飾って頂けるのは、会員お一人一人の

皆様方です。 

「あだち区民大学塾」開催講座の 歴史・伝統文化・文学・芸術・化学・生活・健

康・環境、などのカテゴリのほか、各自がお持ちの多彩で豊富な体験や情報提供

などをお待ち致して居ります。 

皆様には、毎号を楽しみにして貰えるように見やすく分かりやすい編集に努め

て参ります。 

本年もよろしくお願い致します。 

 
健康に気を配り、楽しく活動 

事務局 原田進 

昨年は、思いがけない病やケガで体の経年劣化を思い知らされた喜寿ならぬ危寿の 1

年でした。会のみなさんにたいへんご迷惑とご心配をおかけしました。 

本年は元気に活動されている先輩方を参考に、まずは健康に気を配り、あせらずあわ

てずあきらめず楽しく活動したいと思っています。 

 

 

縁の下の力持ち 
事務局 市川道子 

 昨年の反省も込めて、ストレスを上手く解消しながら、健康第一で無理をしないで

行きたいと思っています。 

 事務局のメンバーとしては、皆さんのアドバイスを頼りに、縁の下の力持ちとして、

こつこつやって行きたいと思います。 

 そして皆さんが少しでも元気で活動出来るような、健康情報も発信できればと考え

ておりますので、今年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

新年を迎えて「会員のことば」（順不同） 
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新たな展望を開き、課題を克服  

学習支援部 今野君江 
 新年を迎える喜びは年を重ねるごとに深くなります。まず、今年も、この新しい年

が希望に満ちた穏やかな年であることを祈ります。また「楽学の会」が、新たな展望

を開き、課題を克服しながら、なお、一層の発展していくことを願っています。私自

身も研鑽を深め、学び続け、多くの「絆」を大切に、かかわっていきたいと思ってい

ます。そのためには、今年も健康で過ごしたい。体のみではなく心身が健康であるこ

と。そして、興味と関心を持ち続けること。願いは沢山ありますが、地道な積み重ね

を大切にしていきたいと思います。そんな願いをもって、今年も、歩んでいきたいと

思います。            
 

ニコニコ笑って健康に 
広報部 神戸 明 

ボランティア活動をするにも健康が第一条件です（当然！）。一方新聞には、 

高齢者にとって健康を保つとは「心身の衰えを遅らせること」。「身体機能を 

鍛え回復させるために運動をしましょう。毎日散歩１時間、スクワット 50回な 

ど目標を数値化するとよい」と書いてあります。 

しかし自分はグータラなので、数値目標と聞いたとたんに「こりゃダメだ」に 

なってしまいます。精々「ニコニコ笑って健康に」程度が似合っていると思っ 

ています。ボラと趣味とで介護予防、これが私のお題目です。 

 

声を出して読む「徒然草」序段～72 段 

「徒然草」は枕草子、方丈記とともに古典三大随筆と言われている。 

今回は、序段から～72 段まで、時代背景や貴族・武士・僧侶・庶民など 

の日常生活、ものの考え方など作者の意図するところを学びます。 

また、声を出して読み日本語のリズムを楽しみます。 

（本講座は、シリーズとして、243 段まで読み通す予定です。） 

 

講師：石井清弘 氏    元足立区立図書館長 

日時：3 月 3 日、10 日、24 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 1 

 

    講座テーマ： 

     第 1 回 序段、1 段～24 段 つれづれなるままに、日くらし硯にむかひて・・・ 

     第 2 回 25 段～54 段 斎王の、野宮に御座します有様こそ・・・ 

     第 3 回 55 段～72 段 家の作り様は、夏を旨とすべし・・・ 

  

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） 

    
  

-3- 

新年を迎えて「会員のことば」（続き） 

平成 27 年度 大学塾開催案内（第 4 ステージ） 



雑誌「社会教育サポーター会議」報告（12/25） 

 
年の瀬も迫る 25 日、「社会教育」編集部に 19

名が集結しました。滋賀県や弘前から駆けつけて

下さる方もいて、回を重ねる度に、日本の社会教

育が抱える課題は山積みの状況であることを痛

感しています。しかし、そうした課題もさること

ながら、ここに来て、雑誌「社会教育」発刊 70

周年をこの 7月に迎える話題の中、様々な支援の

形が提案されるようになってきています。それは、

サポーターを買って出た方々の職業も地域活動

もさまざまですが、根底にある「何か行動を起こ

そうよ」という秘めた思いが、相乗効果を生み出しているからではないでしょうか。クリスマスの夜は、い

つもと違う雰囲気で深まりました。 

                                  （早坂津夜子） 

 

みんなの広場 1 

劇団 SAKURA 前戦 よりみちシアタ—2015 

2014 年秋――足立区中川の閑静な住宅街に『よりみちシアター』は産声を上げました。 

チャンバラを武器に国内外で公演を積み重ねてきた私たちが、自分たちの稽古場を使って「演劇をも

っと身近に」をコンセプトに新たにはじめた試みです。 

2年目となる昨年末には、11月と 12月の月替わりで違う演目を上演。 

特に 12月に上演したチャンバラ活劇『花てまり』は、その名のとおり派手な立ち回りを随所に盛り込

んだ作品に仕上がりました。 

普段は同じ稽古場で誰でも参加できる「殺陣教室」も開いており、この作品にも受講生が数名出演。

「芝居を見る」のも「芝居に出る」のも気軽に挑戦できる――そんな場所を作っていきたいと思いま

す。                                                         （宮崎信廣） 
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男ボラ粋生き倶楽部活動報告 ④ 

 

 平成 28 年 1月 23 日（土）、総合ボランティアセンターにおいて、「災害時にできる

こと」をテーマに足立区ボランティア連合会による学習会を開催。 

 第一部は、足立区赤十字奉仕団による「三角巾」を使った救急法。三角巾を全員に

配り、「たたみ三角巾」の作り方、結び方、しまい方、腕のつり方などを 7名の団員

が懇切丁寧に指導。賑やかな中にも真剣に取り組んだ。 

 第二部は、災害ボランティアセンター（以下、災害 VC）について、総合ボランテ

ィアセンター職員が解説。足立区が大きな災害に見舞われた場合、災害 VCを足立区

と足立社協が連携して設置する。その活動の流れは、被災現場からのニーズ受付・登

録→ボランティア受付・登録→調整・派遣→活動→報告・振り返り。大変わかりやす

く解説し、皆さんに災害 VCに登録するよう訴えた。 

開催時間：13：30～15：30、参加者 71名。あっという間の 2時間であった。                

（齋藤龍男） 

 

みんなの広場 2 

58 年ぶりの珍客「ハクガン」飛来 

ハクガンは越冬のため、北海道や津軽平野、新潟などで観る事が出来ますが、東京周辺で飛翔する雄姿が

見られるのは、1957 年に飛来、越冬して以来 58年ぶりの珍客です。 

足立区千住地区荒川河川敷に 10 月中ごろより飛来し、人が近づいても気にせず好物のシロツメグサをつい

ばむ、幼鳥の愛らしい姿には河川を利用される多くの区民の心が癒されています。 

雪も降らず温かい年明けを迎えて、越冬した幼鳥が一回り大きくなって真っ白な翼を広げ黒い風切（初列

風切）が印象的、その飛翔する綺麗な雄姿は、地域の方達や野鳥愛好家、写真マニアなどのマナーにより温

かく見守られています。 

今年は気温が高めの為、例年より早く 2月中ばを過ぎれば北帰行するものと思われます。 

来年も好物のシロツメグサの群生しているこの場所に戻って来てくれることを願っています。 

                                        （金子勝治） 

撮影場所 足立区千住地区 荒川河川敷右岸（千住新橋―西新井橋間）  

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川河川敷右岸「後方は西新井橋」       荒川河川敷右岸「愛好家・写真マニア」 

参考 

日本では乱獲により、1940 年代までに越冬個体群は絶滅したと考えられている鳥です。 

環境省レッドリスト「絶滅危惧 IA類（CR）」 

 

-5- 



楽学の会 新年会 報告（1 月 13 日） 

 

 暖冬が続くと誰しも思っていた矢先の寒さでしたが、

今年も元気な 26名の参加者による新年会が、レストラ

ン「さくら」で開催されました。 

まず、早坂代表理事の挨拶で始まり、「楽学の会の活

動が継続できた要因の一つは、活動に賛同して集まっ

た人たちが持っている“バランス感覚の良さ”ではな

いかと考えています。この 5月で活動歴 21年になる

今年も、健康で活動に参加して頂けるようにお願い

します」と話されました。  

そして、今年は 5名の来賓をお迎えして会を進めるこ

とができました。 初に足立区地域文化課長・浅見信昭

様から「楽学の会の新規事業への取組を見習って仕事に

生かしたい、自分の後半生に、会の皆さんの柔軟性や明

るさを参考にしたい」とご挨拶がありました。続いて、

生涯学習センター所長・平野昌暁様からは、「講座の新

しい宣伝方法に取組み、今後も楽学の会と協力していき

たい」との方針を述べられました。 

また、地域文化課係長・菊島様、生涯学習センター副所長・鳥塚様の御両名か

らもご挨拶を頂戴し、楽学の会の顧問で静岡大学大学院客員教授・﨑山みゆき様

の「乾杯！」のご発声で、楽しく、にぎやかな歓談に入りました。後半のカラオ

ケタイムでは日頃から鍛えられた美声が響いたり、デュエット、そしてダンスな

ど大いに盛り上がり、 後は女性陣を中心に「幸せなら手を叩こう」と「四季の

替え歌」を合唱され、力強い新年のスタートとなりました。中締めは江川常務理

事による三本締めでめでたくお開きとなりました。  

（ボランティア活動推進部） 

 

「社会教育」記事紹介 

◆ 1 月号 当会顧問・大久保邦子氏寄稿 

   「シニアボランティアのちから」  

～江戸博友の会：古文書解読活動も快挙が伝えるもの～ 

との記事が掲載されています。是非ご覧ください。 

 

◆ 1 月号の特集「社会教育・生涯学習政策の展開」懇談会 

    ～学習活動・信頼で結ぶコミュニティづくり～ 

  当会顧問の薗田碩哉氏 が参加されています。是非ご覧ください。 

｢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。 

 

 

-6- 

浅見課長 平野所長 

鳥塚副所長 

﨑山みゆき様 

菊島係長 



      1 月運営委員会 （1 月 5 日） 
 

1.代表挨拶：報告および提案  

新年おめでとうございます。皆様、本年も健康で活動に参加できますよう、よろしくお願いいたします。

元旦に当会と関わりのある皆様より沢山の賀状を頂戴しました。 

当会顧問の先生方の精力的な活動の一部をご紹介させて頂きますと、瀬沼克彰先生は「みんなで本を作

ろう会」の立ち上げによる「地域活動の時代を開く」という著書を 17名で執筆され発行されたそうです。

斎藤哲瑯先生は「“大人になって困らない子ども”を育てる親の役割とヒント」を 3 月に出版されるとの

ことで、年輪を重ねられてなお輝きを放つ皆様に感嘆いたしました。今年も賛助会員の皆様始め、講師の

皆様方のご支援に感謝しつつ、活動に新たな息吹を取り入れていきたいと思います。 

 

2.議題 
（１）情報交換 
    ・12月 25 日（金）「社会教育」サポーター会議 開催報告 
    ・「あだち五色桜マラソン」の案内 

   ・年賀状 21 通 

   ・「あだち皆援隊」事業からの講師依頼 実施日 2/6   

テーマ：新しくグループを立ち上げるための助言など（講座活動体験ではない） 

     参加者：早坂、江川、佐々木、原田、田中桂子 

   ・目白大学「第 8回地域フォーラム」の案内 1/24 開催 

 

（２）月例会開催について 

   ・1月月例会 新年会 レストラン｛さくら」 PM6:00～ 

     区及びセンターの出欠者は、1/8 に連絡 

 

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

・「現代のロボット」「真田幸村」2月開講 12/25 依頼状送付 

・「誠信交隣」終了 応募者 50 名 有料受講者 49 名  12/25 ニュース・礼状送付 

 

（４）受託事業について 

   ・「健康づくりに生かす運動とからだの生理学」 日本体育大学教授 中里浩一氏 

     2/11、15、18、22、25、29 開催 19：30～21：00 12/25 依頼状送付 

     運営スタッフ募集中 

 

（５）各部局・PTからの報告および提案（省略） 

 

□ 各部局会議の様子 

 

          「学習支援部」      「ボランティア活動推推部」      「事務局」 
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◎ 講座名：リバーサイド特別講演 

日 時：2月 14 日 日曜日 
午後 2時～4時 30 分 

場 所：生涯学習センター 4 階 講堂 
受講料：500 円（一律） 
定  員：190 名（申込先着順） 
内    容：毎月、講堂ロビーでおおくりしているリバー
サイドコンサートの出演者を中心に様々なジャンル
の演奏家が大集合！年に一度の講堂ステージでのコ

ンサートです。 
バレンタインディの昼下がり、素敵な演奏家たちと優
雅なひと時をお楽しみ下さい。 
 
◎ 講座名：放送大学連携講座 

「こころと色」 
日 時：3月 26 日 土曜日 

午後 2時～3時 30 分 
場 所：生涯学習センター 5 階 研修室 2 
入場料：無料  
定  員：30 名（申込先着順） 
対 象：16 歳以上の方 

内   容：私たちの周りは、いろいろな色で満ち溢れ
ています。青空・コバルトブルーの海、春の淡い桃
色の桜花、緑の多い公園、コンクリートの灰色に囲
まれた街並、赤・青・黄の信号等々、自然のものも
人工的なものも、すべてに色があります。また、 私
たち一人ひとりにもカラー（キャラクター）があり

ます。私たちが色のイメージをどのように使いなが
ら生活しているのか、多角度から 考えてみたいと
思います。 
講 師： 佐藤 仁美氏（放送大学准教授、臨床心理

士、芸術療法士） 

 

 

 

 

 

 

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 

 

3 月「月例会」のご案内 
3 月の月例会は、次の通りです。 

よろしくお願いします。 

◎日 時 3 月 16 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「１年の振り返りと 

次年度へ向けての展望」   

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） 

 

 
 

  
 

◎ 運営委員会 

2月 1日(月) 午後 3時〜5時  研修室 4 

◎ 月例会  

2 月 17 日(水) 午後 3時半〜5時半  研修室 3 

◎ 学習支援部 

2月 10 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  

2 月 5日(金) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 広報部 

2月  9 日(火) 午後 2時〜4時 メール会議 

2月 23 日(火) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

2月 26 日(金) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 事務局 

2月 2日(火)午後 2時半～4時半ニュース発送 

2月 9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  

2 月 17 日(水) 午後 2時〜3時半 研修室 3 

◎ 大学塾講座企画会議 

2月 1日(月) 午後 1時半〜3時  研修室 4 

◎ 生涯学習センター 休館日 

2月 8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★ 
生涯学習センター 講座情報 
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楽学ニュースの 2016 年は「楽学の会」の事

業のほか、あらゆる情報を詳細に分かりやす

く伝えることを念頭において編集を行って参

ります。皆さまよりの投稿をお待ち致して居

ります。            （広報部）

 

 

ホームページおよびメルマガは、本年も毎月

更新し発行していきます。会員みなさんの情報

の提供をお待ちします。 

また、ホームページ、メルマガの PRにご協

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 

ホ ジ メ ガ ご案内

編集後記 


