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本講座は、通常の三者共催にＮＰＯ法人千住文化普及会（理事長・櫟原文夫氏）の賛同をいただき、四者

共催事業として、去る 3 月 19 日（土）に開催された葛飾北斎「冨嶽三十六景」千住顕彰碑建立の関連講座

として、講演会と現地学習の 2部構成で実施しました。第 1回目は櫟原文夫氏を講師に『葛飾北斎「冨嶽三

十六景」千住浮世絵の謎～千住宿と冨士塚から迫る～』と題して講堂にて講演されました。氏は千住宿の概

観や芭蕉の千住旅立ちのお話を皮切りに、冨嶽三十六景（実際は 46 枚）のうち 3 枚もの作品がなぜ千住地

域を題材として描いたのか、この謎を解くための講話をされました。その仮説とは①浮世絵は当時、手軽な

お土産品であり、千住宿に北関東一円から集まる富士講の信者対象に商売熱心な版元の西村屋与八が商機を

逃すはずがなく、「千住で 3 枚の浮世絵」を企画しても不思議ではない。②北斎も千住が江戸最大の隆盛を

みる宿場であり富士講の拠点の一つになっていることを知り、北斎自身が北極星と北斗七星を神格化してい

る「妙見信仰」の信者であり、富士信仰に結びつけて千住で描いたのではないか、との 2点です。講座終了

後のある受講者のアンケートの記述には、“自分が住んでいる千住に冨嶽三十六景の中の 3枚もの絵がある

ことを初めて知り興味が増しました。富士塚のお話も興味深く、パワースポットも近くにあるとのことで是

非訪ねたい”との感想が寄せられました。第 2 回目の現地学習は、『北斎顕彰碑「冨嶽三十六景」千住浮世

絵を巡る～武州千住・隅田川関屋の里・従千住花街眺望ノ不二～』というテーマで、午後 1 時 30 分に先発

班がスタートしました。案内と説明は千住文化普及会の櫟原氏及び永田氏、田中氏、中島氏が担当して下さ

り、現地学習のマップ資料を基に 3班に分け巡りました。顕彰碑は聞くと見るとでは大違いの如く大変立派

なもので、区民みんなで大事にして後世に継承していかなければならないと思いました。参加者からの感想

には、①インカム（無線機）で細かいこともよくわかり楽しかったです。②実地を見て他の状況も詳しく説

明いただき、楽しく過ごさせていただきました。③北千住に住んで４年程になりますが、まだ知らないこと

ばかりでした。④興味深い街歩きになりました。⑤近場で江戸の雰囲気たっぷり味わえました。等々、2時

間の行程にも疲れを感じさせない感想を寄せて頂きました。受講者総数は、講演会 64 名、現地学習 52 名、

延べ 116 名の参加者でした。                                                    （佐々木善光 記） 
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大淵澄夫スケッチ講座 足立の新しい街並を描く 

 
  足立の新しい街並を題材にして、スケッチの手法を学び、建築画家大淵澄夫さんとともに、 

スケッチに出かけます。 

 

講師：大淵 澄夫 氏  建築イラストレータ 

日時: 6 月 2 日、9 日、16 日   

毎回 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 

   講座テーマ： 

     第 1 回 足立の新しい街並の魅力とスケッチのポイント（座学） 

     第 2 回 街の風景を楽しく描く（センター近傍でスケッチ） 

     第 3 回 スケッチを通して足立の新しい街並を知ろう（スケッチと寸評） 

 

   新選組 人物列伝 

 

幕末を生きた新選組の結成から 150 年を過ぎましたが、現代で

も新選組のファンが多くその生き様が共感を呼んでいます。 

本講座ではその時代背景を語りながら、新選組の主要人物の活

躍と生き様を解説していきます。また足立区五兵衛新田に駐屯し

た内容も解説します。 

講師：あさくら ゆう氏  歴史研究家 「歴史企画研究」主宰 
日時: 6 月 4 日、11 日、18 日 

毎回 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 

講座テーマ： 

     第 1 回 近藤 勇と土方 歳三 ～盟友が作った新選組～ 

     第 2 回 永倉 新八と島田 魁 ～明治まで生きた古参の生き様～ 

     第 3 回 市村 辰之助と弟鉄之助 ～敵味方に分かれた兄弟の運命～ 

 

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 28 年度 大学塾開催案内（第 1ステージ） 



声を出して読む「徒然草」序段～72 段  

平成 28 年 3 月 3・10・24（各木曜日）午後 2 時～4 時研修室１において、

講師に元足立区立図書館長：石井清弘氏をお迎えして開催されました。受講

者は延 120 名。 

講義内容は、 

1回目「徒然なるままに、日暮らし、硯に向かひて…。」で始まる書き出    

しから 19段まで。 

2回目「 某
なにがし

とかや言ひし世捨て人
にん

の…。」の 20段～41段。 

3回目「唐橋の中将と言ふ人の子に…。」の 42段～72段まで。 

まず、原文を声を出して読むことから始まりました。そして、兼好の筆の走りは時代背景や貴族・武士・

僧侶・庶民など「徒然草」に登場する人々の、日常生活、ものの考え方などが語られた。 

各段で講師の解説があり石井先生独特の現代と合わせての見方考え方が現代の私たちの身近な生活との比

喩により中世文学のエッセイが身近なものとなりました。受講者からは「声を出して「徒然草」を読むのは

初めてで充実した時を過ごせた」「作者のひととなりや人とのつながりが分かり良かった」「先生の語り口が

耳に優しかった」「もう少しゆっくり読んでみたい」「詳しい解説をもっと聞きたい」という声がよせられま

した。本講座は、シリーズとして、243 段まで読み通すことを予定していることを予告しました。 

                                         （今野君江） 

みんなで考える日本の食と農 
平成 28 年度の最初の講座として 4 月 10 日・17 日・24 日の日曜日

に元農林水産省課長職の柴田 寛氏をお迎えして実施しました。「日本

の食と農」という身近な問題ではあるが、日常ではあまり意識するこ

とのないテーマであり、受講生が集まるか心配しましたが 23 名の受

講応募があり、講座には延 51名が受講されました。 

① 1 回目・・・今「日本の食」はどうなっているのだろうか 

戦後 70年の食生活の移り変わりを様々なデータやグラフで説明 

されました。 

飽食の時代となり、肥満の割合が増えており、食品廃棄も増加 

傾向にあります。 

（BMI＝体重（Kg）÷身長（m）÷身長（m）・・・25以上が肥満です。あなたは？） 

② 2 回目・・・今「日本の農業」はどうなっているのだろうか 

農業の課題として高齢化や後継者不足がありますが、新規参入や企業化が進んでおり、必ずしも悲観的

な状態ではなく、今後の国内での自給率・自給力向上が重要である。 

③ 3 回目・・・グローバル化で「日本の食と農」は今後どうなるのか 

農産物自由化の長い歴史と農業の実態、さらに農産物関係の TPP 合意内容の説明がありました。農林水

産物輸出拡大も重要な課題であり増加傾向にあります。 

毎回、講義中に質問を設け、受講者を飽きさせず興味を引く工夫をされていました。 

全体を通して、日本は食料供給の 60％を海外から依存しており、そのための経済力と外交力が重要となり、

さらに国内での自給力の維持向上も不可欠となる。合わせて、都市住民に対する食育を通じ、国民全体の意

識を高めることが重要です。として講座を終了しました。 

専門である農業白書や国民生活白書から大量の貴重なデータやグラフを準備して、解り易く説明して頂き

ました。受講者の方からのアンケートでも評価の高い講座でした。 

                                        （篠原英也） 
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平成 28 年度 大学塾開催報告（第 1ステージ） 

平成 27 年度 大学塾開催報告（第 4ステージ） 



4 月月例会 報告（4月 13 日） 
  

テーマ：経巻に護られる小天地 ―大般若経と地域鎮守― 

 足立区地域文化課文化財係係長

加増啓二氏による勉強会が開催さ

れた。大般若経は経典 600 巻が 1

セットで、中国唐代に三蔵法師がイ

ンドから将来し、日本では 8世紀初

めに伝えられた。古代では国家や政

府高官のための経典であったが、中

世に至り地域社会に急激に普及し、

地域鎮守必携の経典となった。転読会などにより経巻の消耗は激しく、経巻書写が盛んに行われた。その新

光寺文書によると、経典書写の状況のほかに、足立郡谷古宇郷における北条義時が鶴岡八幡宮に寄進した荘

園の年貢未進問題の記載があり、農民の抵抗の様子についても知ることができ興味深い。今でも足立区大谷

田 1丁目の常善院において毎年 3月 28 日に大般若経転読会が開催されている。    

今回、江戸時代に比べ我々にとって謎であった中世の足立についてその一端が紹介されたが、更に詳しく

知りたい方は、加増啓二氏の「戦国期東武蔵の戦乱と信仰」（2013 年岩田書院）と「東京北東地域の中世

的空間」（2015 年岩田書院）の 2冊を参考にされたい。              

（糸井史郎） 

 

寄贈本紹介 

斎 藤 哲 瑯 顧 問  著 書 

   

 当会顧問、斉藤哲瑯先生から著書を寄贈いただきました。 

皆さんのご購読よろしくお願いします。 
 

書名：テツローの子育て相談塾！ 

「大人になっても困らない子どもを育てる 

親の役割とヒント」 

   出版社：株式会社 悠光堂 

内容紹介：8章から構成されています 

1章 ちょっと気になる最近の子どもたち 

2章 本物の体験が子どもたちを劇的に変える 

3章 「家庭が楽しい」は子どもたちの心のバロメーター 

4章 学校にしつけを押しつけない 

5章 子どもの悩み、親の不安 

6章 食事が変える心の健康 

7章 地域との連携が子どもたちを変える 

8章 教育はどうあるべきか 
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みんなの広場 

性翁寺 木余如来と足立姫伝説 

3 月 20 日（日）春の彼岸の一日、興本学習セン

ターで上記の講座が開催されました。足立区扇に

ある性翁寺創建の元になった、木余如来・六阿弥

陀・足立姫の解説の後、性翁寺のご協力により、

都文化財の阿弥陀如来、区文化財の木余如来略縁

起・縁起絵・足立姫墓、そして足立姫位牌・一夜

菩提樹などを見学しました。  

『奈 良時代、子宝に恵まれない足立庄司は、熊野権

現のおかげで美しい足立姫を授かりました。隅田川の

対岸の豊島左衛門尉に嫁ぎましたが、姑との不仲を悲

しみ、 里帰りの際に隅田川に身を投げ、12人の侍女も後を追って入水しました。

悲しんだ足立庄司は熊野権現より霊木を受け、行基菩薩にお願いして木余如来・

六阿 弥陀・木残観音の 8体の仏像を造り、木余如来を性翁寺に、他の 7体は 12

人の侍女ゆかりの地に祀りました。江戸時代には春秋の彼岸に、一日でこの 8

カ寺を 巡る六阿弥陀詣が、女人救済を求める庶民たちで大いに賑わったという

ことです。』  

足立区には足立姫入水地の浅間渕・足立 庄司屋敷跡の宮城氷川神社・足立姫の

眠る性翁寺・六阿弥陀二番の恵明寺・熊野霊木漂着地の熊野木圦跡・行基が宿泊の礼に伝授した鹿浜の虫き

り（かんの虫の 小児灸治療院）・木の根元から名づけられた本木の町名などがあります。さらにこの周辺

は五色桜が美しい場所ですので、4月上旬に地図を片手に宮城から鹿浜 までおよそ 5㎞の「桜見物と歴史

散歩」を楽しんではいかがでしょうか。                            （糸井史郎） 

ビワの効用 

 この時期、おじいちゃん「赤ちゃ
んのビワがいっぱいあるね、早く大
人になるといいのにね」と、我が家
の小さなビワの実を見て通り過ぎて
行った男の子を思い出します。 

今年も花が終わり沢山の緑色

の実が膨らみ始めましたが、食べ

るには面倒なくらい小さな、赤ち

ゃんビワが実りそうです。皆さんビワはお好きですか。美味しく食べているビワにはいろいろな薬効性があ

ることを御存じでしょうか。実、種、葉そして花や根までも、それぞれに薬効性があり葉・種の効用を毎年

利用していましたので、小さな実も気にしていませんでした。今年は小さな実を選定して立派な？ビワに育

ててみたいと思っています。大人になったビワの実を「美味しそうだね」と見上げながら通り過ぎてくれる

ように。ちなみにビワの実は肺を潤して咳を止める作用・胃の働きを調え、嘔吐を治し・喉の渇きを止める

作用があるようです。花は咳に・種は肝臓に働きかけ、むくみに・葉や根は咳、神経痛・関節の痛みに作用

するようですが、ビワの葉に含まれているアミグダリン（ビタミン 17）など無数の成分の集合体が薬効成

分になっているようです。私はビワエキスを作って楽しんでいます。 

                       （田中桂子） 
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  祝 ハンド・イン・ハンド設立 20 周年記念祝賀会が盛大に開催！ 
（4 月 9 日） 

 
春爛漫の良き日に、大勢の

支援者に祝福される中、代表

取締役・若松富美様を囲んで

の祝賀会が挙行されました。

介護保険制度が施行される以

前より、区内で先駆的な活動

を推進してこられましたが、

ディサービス事業のみならず、付随してフィットネスクラブの事業展開など、後進の育成にも貢献してこら

れました。 

当会との交流は、A-net（足立区 NPO 法人連絡会）の理事として活動に参加したことが始まりです。 

分野の異なる組織が連携することで、アメーバ―のように人と人とが繋がり、「あだち NPO フェスタ」を主

催したり、「ボランティアフェスタ」への団体参加など、区内で活動する今につながる団体の組織づくりを

応援してきました。 

途中、本組織は発展的解散を経たものの、今日の「楽学の会」の運営にもさまざまな刺激をもたらしまし

た。これからも、こうした団体との交流を大切に引き継いで行きたいものです。 

そして、祝賀会の最大のお土産は、ハンド・イン・ハンドに従事される皆様の笑顔でした。 

皆様の活動が、これからの足立区の高齢社会を支えて下さるであろうと“心和む”思いで会場を後にするこ

とができました。                                                            （早坂津夜子） 

 

男ボラ粋生き倶楽部活動報告⑤ 

平成 28 年 3 月 27 日（日）「桜の日」に扇二丁目の性翁寺木余堂会

館において「花より男ボラ～足立の宝・五色桜物語～」をテーマに開

催。参加者 16名。「NPO 法人 五色桜の会」代表の大久保美智子氏に

足立の五色桜が太平洋を渡ってワシントン ポトマック河畔を彩る

までを講義していただいた。明治 19（1886）年荒川堤の改修時に江

北村村長の尽力で 78種、3,225 本、6㎞の桜並木が出来たことが物語

の始まり。明治 45 年には尾崎行雄東京市長から日米友好のシンボル

として3,000本の桜がポトマッ

ク河畔に植えられた。その後、荒川堤の桜は戦後の苦しい生活の中で

伐採し燃料として使われるなど絶滅し、足立区政 50 周年の昭和 56

（1981）年にアメリカから 3,000 本の里帰り桜をいただき、鈴木東京

都知事の命名による「レーガン桜」も誕生した。 

 講義終了後、荒川土手の桜を観賞しながら散策したが、開花には今

少し時間が必要であった。その後性翁寺の境内でお弁当を食べながら

懇談し、散会した。 

追伸：3月 28 日（月）、NHK「ラジオ深夜便」で、アメリカ、ワシントン州ポトマック河畔の桜が満開で、

「全米桜祭り」が開催されている。との.報道があった。 

                                        （齋藤龍男） 
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4 月運営委員会 （4月 1日） 

 

1. 代表挨拶：報告および提案  
28 年度は理事改選の年になりますが、現在、これからの「楽学の会」を担っていただける新たな人材

を、慎重な審議の下で推薦して頂いております。また、本日は各部局長より活動の成果を含め、会の運

営についての報告がありますのでよろしくお願いいたします。 

 私自身も 4 年の代表理事としての役職を退任する前に、会の存続に繋がるさまざまな事案について、

次期代表理事候補や会の事業に携わる理事と行政側を交えた話し合いを行うべく進めております。 

楽学の会の会員がより向上心を持てる活動を目指せるよう、引き継いでゆく考えでおります。 

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

2. 議題 

（１）情報交換 
    ・ハンド・イン・ハンド設立 20周年記念祝賀会の案内（4/9・フラールガーデン東京） 

     出席者：早坂津夜子 

   ・あだち皆援隊 27 年度講座発表会、3/19 Ｌソフィア 田中(桂)・佐々木出席 

・北斎『顕彰碑』式典、3/19 早坂・田中(国)・金子出席    
   ・おやじバンド 協賛金支払 

（２）月例会開催について 

   ・4月月例会 4/13「経巻に護られる小天地―大般若経と地域鎮守―」 

足立区地域文化課文化財係 係長 加増 啓二氏 PM3:30～5：30 

    見学者 2名出席の予定。皆さんの出席をお願いする。 

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

・「ロボット」終了 受講者 21名、「真田幸村」終了 受講者 72名、 

「徒然草」終了 受講者 51名 4/4 礼状送付 

・「食と農」「冨嶽三十六景」 四月開催 

（４）受託事業について 

   ・28 年度新規事業 3/16 提案 「漢方と未病(仮)」、 詳細を再検討中 

（５）27年度事業報告及び 28年度事業計画について 

   ・各部長より報告 →訂正事項等手直しの上、５月運営委員会に、再報告する。 

（６）各部局・PTからの報告および提案（省略） 

 

ご連絡 
「生涯学習情報ネット」（代表：間宮 章 氏）の 28年度総会が当会も参加し、 

生涯学習センター研修室を会場として開催されます。 

 

開催日時： 5月 29 日（日） 午後 2時～6時 30 分 

当日のスケジュール： 

1.施設見学   ＜午後 2時～3時＞ 

足立区生涯学習センター 

2.年次総会    ＜午後 3時～4時＞ 

    ・27 年度の活動報告会計報告 

    ・加盟団体の活動報告 

・瀬沼顧問のレクチャー ＜生涯学習をめぐる最近の動向など＞ 

3.交流懇親会     ＜午後 4時 30 分～6時 30 分＞ 

生涯学習センター・レストラン「さくら」 
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ボランティア 
  

◎ 講座名：初心者向け夜ヨガセラピーで 

自己治癒力向上 
日  時：6月 1日～8月 3 日 毎週水曜日 10 日制 

A:午後 6時 10 分～7時 10 分 

B:午後 7時 30 分～8時 30 分  

対 象：A:16 歳以上の女性 B:16 歳以上の男女 

場 所：生涯学習センター 4 階 講堂 

入場料：5,200 円（一般）、3,640 円（70 歳以上の

方、障がい者手帳をお持ちの方） 

保険料：100円    定 員：各 30 名 

講 師：大脇 真弓氏（インド中央政府公認スワミ•ヴ

ィヴェーカーナンダ•ヨーガ研究財団ヨーガ教師） 

内 容：インドの伝統的ヨーガに基づき、医学、心

理学の両面から働きかけ、心身の健康を改善、促進

させるヨーガです。ストレス性の疾患、生活習慣病

等にも有効であるとされています。難しいポーズは

ありませんので、自分のペースで無理 

なく行えます。お仕事帰りや夜の時間を使って、ゆ

ったりとした時間を過ごしてみましょう。 

 

◎ 講座名：歌声サロン 童謡唱歌を歌おう 

 

日 時：5月 15 日 日曜日    当日受付 

午後 2時～4時 

対 象：16歳以上の方 

場 所：生涯学習センター 4 階 講堂 

受講料：500円(一律)  

定 員：140名（申込先着順） 

指 導：鈴木 佑未子氏 (千葉敬愛短期大学 講

師)、伊藤 恵氏（ピアニスト） 

内 容：小さい頃に口ずさんだ童謡・唱歌。ピア

ノ伴奏に合わせて、みんなで一緒に楽し

く歌いましょう。 

 

夜ヨガセラピーの申し込みは、 
生涯学習センターへ 

電話（03－5813－3730）または直接窓口へ 
 

６月「月例会」のご案内 

 

「楽学の会」の月例会を開催します。 
日 時：平成 28 年 6 月 17 日（金） 

午後 3 時 30 分～午後 5 時 30 分 
場 所：生涯学習センター・研修室 2 
講 師：足立区地域文化課長 浅見 信昭氏 

テーマ： ”地域が求めるボランティア活動の 

     これからと「楽学の会」“ 

講 師：生涯学習センター所長 平野 昌暁氏   

テーマ：「28年度生涯学習センター事業計画 

について」 

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 

5月      2 日 (月) 午後 3時〜5時  研修室 4 

◎ 総会・月例会  

5 月 20 日(金) 午後 3時半〜5時半 研修室 4 

◎ 学習支援部 

5月 11 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  

5 月 11 日(水) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 広報部 

5月 11 日  (水) 午後 2時〜4時 メール会議 

5月 23 日（月) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

5月 27 日  (金) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 事務局 

5月  6 日(金)午後 2時半～4時半ニュース発送 

5 月 11 日(水)午後 2時半～4時半ワークルーム 

◎ 大学塾講座検討会議  

5 月 20 日(金) 午後 2時〜3時半   研修室４ 

◎ 大学塾講座企画会議 

5月     2 日(月) 午後 1時半〜3時  研修室 4 

◎ 生涯学習センター 休館日 

5月 9 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★ 
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生涯学習センター 講座情報 

 

楽学ニュースの 218 号をお届け致します。

会員皆さんの声とお顔が紙面にてお伝え出来

ます様、活動の状況や様々な情報、「みんなの

広場」の寄稿をお待ちしています。 

（広報部） 

 

 

 

 

 

 

 
 

（足立区都市農業公園）桜・チュ－リップ 

 

編集後記 


