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平成 28年通常総会は、5月 20 日午後 3時半より生涯学習センター研修室 4で開催された。 

初めに早坂代表理事より、開会の挨拶があり、続いて、来賓として出席いただいた足立区生涯学習センター

の平野所長より挨拶があった。審議に先立ち、司会者金子さんより本日の出席者 25 名、委任状数 4名で会

員44名の3分の1以上の参加があり本総会が成立している旨の報告があり、議長に佐々木さんが選任され、

議事録署名人に鹿島さん、安田さんが指名された。 

その後、議題の審議が行われ、平成 27年度事業報告、収支報告及び監査報告が承認され、平成 28年度事

業計画および収支予算が原案通り可決された。続いて、本年は 1期 2年の理事・監事の改選の年である旨の

説明があり、理事候補者 14 名、監事候補者 2名の推薦があり、推薦通り可決された。なお被推薦者は全員

これを承諾した。平成 28年 7月 1 日から平成 30年 6 月 30 日までの理事役割分担および監事が臨時理事会

で決定したとの報告があった（以下の表参照）。 

次に、新理事、退任理事・監事の挨拶があり、最後に新代表理事福田哲郎より新任の挨拶があり、総会は終

了した。                                              （事務局 江川武男） 
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☆理事等の役割分担（平成 28年 7月 1日～平成 30年 6月 30 日） 

代表理事：福田哲郎 

学習支援部：佐々木善光(副代表理事・部長) 鹿島健一 田中桂子 

広報部：金子勝治(副代表理事・部長) 糸井史郎 神戸 明 

ボランティア活動推進部：篠原英也(副代表理事・部長) 齊藤龍男 安田善英 

事務局：江川武男(常務理事・局長) 市川道子 土井宏之 原田 進 

プロジェクトチーム：統括 福田哲郎 受託ＰＴ：安田善英 大学ＰＴ：江川武男 

監事：佐久間実 鈴木良夫  相談役：大藤久子 田中国弘 

28 年 5 月 月例会報告
総会後の月例会は時間の関係もあり、各部局からの報告をして頂きました。月例会終了後は恒例の

懇親会に 19名の方が参加され、お酒を飲める、飲めないに関わらず、和やかな会話が行き交い、楽

しい時間があっという間に過ぎました。皆さん、本日はお疲れさまでした。  
(ボランティア活動推進部)

★ 平成 28 年通常総会開催 ★ 



新代表理事就任挨拶 

代表理事 福田哲郎 

この度皆様の御承認を頂き、伝統ある「楽学の会」の代表理事に選任されました。

諸先輩に比べれば若輩ではございますが、よろしくお願いいたします。 

前任の早坂代表理事におかれましては長らく代表理事として激動の変化の時代に

「楽学の会」をリードして頂き、発展にご尽力いただきました。御礼申し上げます。 

さて「楽学の会」は平成 8 年に足立区の生涯学習ボランテイア養成セミナーの受

講修了者有志 20余名で発足以来 21年目に入りました。また平成 15年に NPO 法人設

立以来 14年目に入りました。 

設立以来 20年を経て今日まで継続・発展してきたのは先輩の皆様のご尽力のお蔭

だと感謝いたします。 

とはいえ「楽学の会」を取りまく環境も変化してきております。現実と向き合いながら今後の事業継続にむ

けて会員の皆様と協力して活動して参りたいと思います。 

 設立当初の理念に基づき「学びあうまち 足立」の実現にむけ、継続した事業の躍進を目指したいと思い

ます。 

今年度の重点方針を述べます 

（１）社会教育の推進を図り学習支援事業の強化 

 足立区の学習支援ボランテイア団体として区民への良質な講座の開発・提供を進めます。 

 「事業開発プロジェクトチーム」を設置し新規事業開発・強化を進めます。 

① 「あだち区民大学塾」の講座企画力の強化を図る。平成 16 年より開講した「あだち区民大学塾」は

12 年を経て 173 講座延べ受講者は 16000 人を超え区民の皆様に定着してきており好評を得ています。

新たな視点での活性化が必要で、新規分野の講座を開拓して参ります。 

② 生涯学習センターよりの受託事業について現代的・社会的課題のテーマの講座を積極的に提案する。 

③ 生涯学習支援ボランテイア育成に連動する講座開発を足立区行政と連携し検討する。 

④ 地元大学との連携講座の提案を進めます。 

（２）事業の共催者である足立区生涯学習センター、足立区行政との連携・協働を一層進めていきます。 

特に生涯学習センターには平素は大変御世話になっております。今後もよろしくお願いいたします。 

 

役員体制ですが、今回新任理事が 3名、代表理事、学習支援部長、ボランテイア活動推進部長が新任となり

ます。若輩が担当致しますが新たな気持ちで会員の皆様の御指導と御協力を得て進めていきたいと思います。

楽しく、やりがいをもち責任を果たす、そして自らも輝く「楽学の会」にしていきたいと思っています。皆

様の御指導よろしくお願いいたします。 

代表理事退任に寄せて                            早坂津夜子 

「楽学の会」は、任意の団体としての創立から 21年目となりますが、目的に掲げて

おります“学習支援ボランティア”という一貫した理念の基、ボランタリィー精神で

区民の皆さんの生涯学習へのサポート役を担ってまいりました。 

私自身も 15年目となる活動を振り返るにあたり、その時々の運営にどんな考えで

携わって来ていたのかと、雑誌「社会教育」へ掲載された原稿を読み直してみました。 

その中に、「あだち区民大学塾」事業についての一節があり、そこには“会員自ら

が学びの楽しさを循環させる機能を作りだしている”このことが、本事業の原動力と

なって、次々と新しい企画を生み出している、と述べており、6年前の記述が今につ

ながれていることに感謝する思いでございます。企画する側も、教える講師も、そし

て学ぶ区民も、それぞれが事業に参加することで“学ぶことの楽しさを知り、教え合うことで分かち合う”

そこを「あだち区民大学塾」事業に携わって来た会員が創りだしているということだと思います。 

この素晴らしい機能を繋いでいく限り事業は継続されていくと考えております。楽学の会のような活動

団体には、目的意識の強い方々が参加する傾向があり、これからも様々な課題が増えていくと思いますが、

活動しながら課題を克服した時の喜びの楽しさも、生きがいも、実現した数だけ生まれると思っております。

28年度は、こうした価値ある「楽学の会」の活動を、新たな理事の皆様に運営を引き継いでまいりますの

でよろしくお願いいたします。「楽学の会」会員皆様のご健勝と、今後とものご支援をお願い申しあげます。 
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新理事・監事抱負紹介 

篠原英也 新理事                                      

大役を仰せつかり身の引き締まる思いと不安で一杯です。 

入会して２年目になりますが、「あだち区民大学塾」を通じ区民の皆様へ学びの場を

提供させていただいていることに深い意義を感じております。 

これからは少し立場が違うようですが、長年に渡りこの活動を継続されてきた諸先

輩に敬意を表し、今後もこの活動の末永い存続と区民の皆様へ価値ある講座を提供す

る思いは変わるものではありません。とは言いながら、まだまだ未経験、無知な所が

多々あります。微力ではありますが、時間の許す限り活動させていただきます。今後

とも皆様のご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 

 

土井宏之 新理事                                      

このたび理事に就任することになりました土井宏之です。よろしくお願いいたし

ます。 

当会に入会して 1年余りに過ぎない身で、と思っていますが、その間にも、気づい

た当会のすばらしい目的、それに沿って活動されている諸先輩の皆様の溌剌とした

様子を見るにつけ、講座に来られる方々にお役に立てることを、会の運営にお役に

立てることを、事務局の活動を通じて確実に実行し、積み上げて行きたいと思いま

す。引き続きご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。 

 

糸井史郎 新理事                                      

平成 27年度入会の糸井です。このたび理事を仰せつかりました。私はこの５年間、 

ボランティアを通じて足立区民として地域社会との関わりを考えてきましたが、そ

の間「あだち区民大学塾」の企画運営には大変関心を持っておりました。入会後は

メンバーの皆様の情熱と組織的な運営に改めて感動を覚えております。まだ何も貢

献できておりませんが、諸先輩のご指導を仰ぎながら一所懸命に務めてまいります

ので、宜しくお願いいたします。 

 

佐久間實 新監事                                     

71 歳まで会社勤務を行い、翌年の平成 22年に当会へ入会させて頂きました。昨年

12月元気で傘寿を迎えることが出来ましたことは、このボランティア活動のお蔭だと

思っています。地域を全く知らなかった自分が少しでも地域の皆様の学びの支援活動

ができること、自分の苦手な分野ではありますが、勉強ができることが生きがいにつ

ながっていると思います。これからもどうぞよろしくお願いします。 

 

  
 
紹介！ 

「社会教育サポーターの会」“得る”Cafeホームページ 
http://social-edus.net/ 

  
「社会教育」誌関係のリンク集や、社会教育関係の新しい情報が随時掲載されます。 
「楽学会」のHPもリンク中です、皆様ご活用ください。 
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『論語』でたどる孔子の生涯と思想の流れ 
 
『論語』は孔子（紀元前 552～479）の死後、門弟や時の権力者などと交わした問

答を記録した書物です。今回は孔子の家族についても取り上げ、素読を唱和する中か

ら人間孔子を感じ取ります。 

 また『論語』の他、弟子の曽子の作と言われる『大学』、孔子の孫（子思子）の作

とも言われる『中庸』、そして孔子の教えの流れを汲む『孟子』のいわゆる『四書』

の言葉も学びます。 

 

講師：須藤明美 氏  全日本家族『論語』の会主宰 漢文学窓『里仁』の会主宰 

日時: 7 月 6 日(水)、13 日(水)、21 日(木)  毎回 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 孔子の生涯とその背景 ～父 70 歳、母 17 歳の時、孔子誕生～ 

     第 2 回 孔子の思想の流れを『四書』にも学ぼう 

     第 3 回 教育者としての孔子の言葉に学ぼう 

 

中世古文書を読み解くⅢ 
本講座では、中世古文書のうち、日本史上で活躍した著名な武将の手紙で

ある「書状」と「文書」の比較から、武将の素顔と歴史の実情に迫ります。 

 

 

講師：高梨真行氏  文化庁文化財部美術学芸課 文化財調査官 

日時: 7 月 3 日、10 日、8 月 7 日 

毎回 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 1 

 

講座テーマ： 

     第 1 回 足利尊氏  ―将軍の素顔― 

     第 2 回 武田信玄・上杉謙信・北条氏康  ―関東三国志の世界― 

     第 3 回 豊臣秀吉と徳川家康  ―天下人の筆― 

 

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） 

Ｅmail：shinohdy@s2.wh.qit.ne.jp       （ボランティア活動推進部 篠原英也） 
    
 
 

平成 28 年度 大学塾開催案内（第 1ステージ） 
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中世「絵巻物」を読み解く 
5 月 8 日・15 日・22 日（各日曜日） 応募者 52 名、抽選による受講

者 40 名、延べ 86 名での講座となりました。講師は歴史研究家で墨田区

教育委員会文化財調査委員 法政大学大学院研究員をされている大関直

人氏が務めてくださいました。 

 まず始めに、近年、絵巻物が学際的な価値をもって研究者の間で受け

入れられてきたことの背景について話されました。それは従来、文字で

記された史料（古文書・古記録）を中心に研究が進められてきたが、絵

巻物がもつ「絵」という視覚的（ビジュアル）な資料という価値が注目

され、利用がされてきているからとのことでした。文字記録からだけではイメージできない「絵」が描か

れていることによってより深く知ることができるとの説明に、極めて素直に納得しました。 

 

 第 1回目は、歴史資料としての「絵巻物」～中世に絵巻物が多く作成された背景を探る～の講義でした。

絵巻物の定義、絵巻物の歴史、平安時代から鎌倉時代にかけての絵巻物、絵巻物の種類と分類、絵巻物の

特徴と読み解き方と講義は進みました。学校時代に日本史や美術の教科書に載っていた絵巻物もあり、人

間の“業”や“欲”の深さ凄さに改めて思いを致しました。 

 第 2回目は、「絵師草子」～文字と絵から中世を読む～の講義でした。 

絵師草紙について、絵師草紙の伝来過程、絵師草紙の特徴、絵巻物に描かれた一通の文書―古文書学の援

用―と講義は進みました。絵と文字で表さなければならないことの必要性、そしてその説得力は、当時の

人たちもひしひしと感じていたことが伝わってきました。 

 第 3回目は、「北野天神縁起」～庶民の信仰の世界～の講義でした。 

北野天神縁起について、北野天神信仰の展開、北野天神信仰の受容と展開、と講義は進みました。菅原道

真を祭神とする京都の北野天満宮の信仰のお話ですが、絵巻物では凄まじい場面が描かれていて人間のね

たみ、そねみなどは今も昔も変わらずしようがない生き物だなあとついつい考えてしまいました。 

 今回の講座ではたくさんの絵巻物をカラーコピーしてくださり、貴重で大切な財産となりました。先生

には感謝申し上げます。3回目の講義のなかで「歴史は、今まではこう語られていましたということに留

まっていてはだめで、もう一度研究によって明らかにしていくのが歴史家の使命であると思っています」

と話されました。今後ますます歴史の学びは楽しくなると嬉しくなりました。 
（佐々木善光） 

 

「薬膳」を楽しく食べて春の養生 
今年も猛暑が予想されるのを前に、夏を乗り切る準備としての 

春の養生講座。 

第 1回目：～食物がもつ五味・五性・帰経について～ 

座学では、気の流れや五行説についての解説があり、やや難解でした

が、食べ物が持っている性質や味な

ど具体的なイメージを浮かべなが

ら話が進むに連れて熱心な質問も

出るなど充実した講座となりまし

た。 

第 2回目：～「薬膳を美味しく作って、楽しく食べよう～ 

実習はあいにく雨模様の日になりましたが、皆さん出席され、山菜の炊

き込みご飯、ニンニクの芽とむきエビの炒め物など 4品を皆さんとスタ

ッフも一緒になって楽しくなごやかに調理しおいしくいただくことが

でき、好評のうちに終わりました。                （土井宏之） 
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 みんなの広場 

「わたなべ音楽堂」で母の日コンサートが開催されました 
 

区役所の裏手、中央本町 4-12-15 に、個人経営の小さなクラシックのコン

サートホール「わたなべ音楽堂＜ベルネザール＞」があります。 

ここで 5月 7日（土）の午前と午後の 2回「母の日に詩と音楽の花束を！」

というコンサートが開かれました。 

たぐちたみさんの歌（ピアノ高橋恵子さん）と後藤悦子さんの詩の朗読が

交互に行われる構成で、わたなべ音楽堂としても初めての試みということで

した。母の日に因んだ「おかあさん」や「おかあさんの匂い」などの歌や詩が、途中休憩を入れてアンコー

ルを含め 2時間以上にわたって演奏されました。通常は 40～50 人の会場は、午前と午後の 2回共に、60人

以上の聴衆でうまり、 

大きな感動を呼びました。 

このコンサートは愛着あだちの会とわたなべ音楽堂が共催し、ほがらか

ネットワークの協力と足立区の後援を得て開催されました。又参加者には

楽学の会、学友会などの足立区で活動するボランティアの皆さんや、

ADACHI≪つなぐ≫きらめきのアートポイントのオーナーの皆さん、更に安

藤義雄先生のお顔も見られ、足立区民に質の高い「詩と音楽の花束」をお

届けすることができました。皆さんも一度わたなべ音楽堂でクラシックの

コンサートを楽しんでみてはいかがでしょうか。 

（糸井史郎） 

 

祝 NPO法人 さやま生涯学習をすすめる市民の会 

   10周年記念号会報誌の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

「NPO法人 さやま生涯学習をすすめる市民の会」より10周年記念号の会報誌が送られて来ましたので 

紹介します。 

本会報誌は大学塾事務局のロッカーに保管してあります。是非ご覧ください。 
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5 月運営委員会報告 （5 月 2 日） 

1. 代表挨拶：報告および提案  

この度、一年近い準備期間を経まして「あだち区民大学塾・特別講演会」が皆様のご協力で無事終了

いたしました。また、27年度の集大成であります「あだち区民大学塾講座実施報告書」も大勢の協力を

いただき、充実した内容で完成されました。製本資材等は生涯学習センターよりご支援をいただいてお

ります。ページをめくりますと担当者の努力の足跡が詰め込まれた構成になっております。近々こうし

た報告も兼ねて地域文化課にお届けする予定です。本日はこの後、総会に向けた理事会が開催されます

が、28年度を担っていただく新理事の方も審議されることと、総会後の運営を迅速に各担当者に移行し

て頂くために、当会は 6月を新旧担当者の引継ぎ月間としております。新理事（既存理事以外）の理事

就任は 7月となりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

【総会後の運営について】 

6月より 

・運営委員会議：新理事（新代表理事・部長）により開催 

・各部局会議：新旧の担当理事出席の基で開催（各部局毎の担当役割を決める） 

・「あだち区民大学塾」講座検討会議：新部長・新理事により開催 

・「あだち区民大学塾」講座企画会議：新部長・新理事により開催 

7月より 

・各部局会議：新理事（部長）により開催 

 

2. 議題 
（１）情報交換 
    ・葛飾北斎「冨嶽三十六景」千住顕彰碑建立記念誌への寄稿依頼（早坂執筆・6月発行予定） 

   ・雑誌「社会教育」発刊 70周年記念事業開催：7月 2日（土） 

   ・足立区教育大綱 → 子どもたちをどのように育て上げるか？ 

   ・生涯学習情報ネット総会 5/29（日） 会員 10名出席予定 

   ・「地球環境フェア」5/28・29 開催（足立区環境部） 

（２）月例会開催について 

   ・5月月例会 5/20(金) 28 年通常総会及び月例会を開催 

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

・「食と農」受講者 20 名、「冨嶽三十六景」受講者 64 名、終了  5/6 礼状送付  

・「絵巻物」応募者 52名→40名、 「薬膳」応募者 22名 5 月開講 

・「スケッチ」「新選組」6月開講 5/6 依頼状送付 

（４）受託事業について 

   なし 

（５）27年度事業報告・収支報告及び 28年度事業計画・収支予算書等について 

   ・事務局より資料に基づき報告 

   ・「監査報告書」「理事監事候補者」「運営委員候補者」について、資料に基づき報告 

（６）各部局・PTからの報告および提案（省略） 
 

平成２７年度あだち区民大学塾「講座実施報告書」完成 

平成 27年度あだち区民大学塾の「講座実施報告書」が、完成しました。

会員の皆様には、5月の「楽学ニュース」発送の時に同封しております。 

5 月 13 日、足立区役所地域文化課に持参し、菊島係長、上杉主任に講

座の実施数・受講者数・内容そして「楽学の会」の活動内容について、

改めて説明をしました。また、報告書の作成に当たり、担当者はもちろ

ん、多くの会員に参加していただき、立派な報告書が出来上がりました。

有難うございました。             （事務局 江川武男）    
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ボランティア 
  

◎ 講座名：高齢者のためのパソコン 
知りたい便利テク 

 

日  時：7月 14 日 木曜日 午前 10 時～午後 3時 
    ※1 時間の昼食休憩があります。 
対 象：おおむね 60 歳以上のマウス操作と文字入力
のできる方 
場 所：生涯学習センター5階コンピュータ研修室 
入場料：2,600 円（一般）、1,820 円（70 歳以上の方、
障がい者手帳をお持ちの方）教材費：100 円 
定 員：20 名（申し込み先着順） 
講 師：コスモエデュケーション派遣講師 
内 容：パソコンの操作にはいろいろな方法がありま
す。知っていると知らないとでは操作の効率が全然違っ
てきます。そんな便利な機能の一部を紹介します。 
 

◎ 講座名：特別展 
「古代ギリシャ時空を超えた旅」ＮＨＫ講演会 
日 時：7月 2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 
受講料：無料  定 員：200 名（申込先着順） 
対 象：16 歳以上の方 
内 容：2016年 6 月 21日（火）～9 月 19 日（月・祝）
東京国立博物館平成館で開催される“特別展「古代ギリ
シャ」時空を超えた旅”の関連文化講演会です。同展は
ギリシャ国内 40 か所以上の国立博物館群から厳選され
た 300 件を超える古代ギリシャの貴重な作品を展示す
る、日本ではかってない規模の試みです。講演会参加者
1名につき同展の無料招待券を1枚プレゼントいたしま
す。 
講 師：小野塚 拓造 氏（東京国立博物館学芸企画部 

企画課 特別展室） 
電話（03－5813－3730）または直接窓口へ 
 

７月「月例会」は暑気払い 

楽学の会「暑気払い」を下記のとおり開催します。   
皆さん、積極的に参加しましょう！ 
 日頃からご支援を頂いております顧問の方々、後援

会員、賛助会員の皆様方も、是非ご参加下さいます

ようご案内申し上げます。 
            記 
◎日時 平成 28年 7月 14日（木）午後 6時～8時 
◎場所 生涯学習センター レストラン「さくら」 
◎会費 3,000円（当日キャンセルは不可、 
    欠席者は全額負担とさせていただきます。） 
◎申込 メール 土井（hykdoi@kem.biglobe.ne.jp） 
        FAX 03－5813－3759（事務局） 
    事務局掲示板「暑気払いのご案内」書込み 
◎締切日 7月 12日(火)まで 
（申込後、欠席する方は事前に連絡して下さい。 
          （ボランティア活動推進部） 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

◎ 運営委員会 
6月      1 日 (水) 午後 3時～5時  研修室 3 

◎ 月例会 
6月 17 日(金) 午後 3時～5時半 研修室 4 

◎ 学習支援部 
6月  8 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  
6 月  7 日(火) 午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 広報部 
6月      8 日  (水) 午後 2時～4時 メール会議 
6月 22 日（水) 午後 2時～4時 ワークルーム 
6月 24 日  (金) 午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 事務局 
6月  2 日(木) 午後 2時～4 時  ニュース発送 
6月  7 日(火) 午後 2時～4 時  ワークルーム 

◎ 大学塾講座検討会議  
6 月 17 日(金) 午後 2時～3時半   研修室４ 

◎ 大学塾講座企画会議 
6月     1 日(水) 午後 1時半～3時  研修室 3 

◎ 生涯学習センター 休館日 
6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 
広報部 神戸 明  電話：03-3606-0058 

   E-Mail：a-kambe@jcom.zaq.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 

 

平成 27年度通常総会が無事終了致しました。 

「あだち区民大学塾」事業は開講 12年を経て延べ

受講者が 16,000 名を超えたとの報告がありまし

た。今年度は新代表と 3 名の新理事が任命され、

新たな視点での事業の活性化も期待されます。皆様

の積極的な事業への参画をよろしくお願い致しま

す。会員の声をお伝えする「みんなの広場」の原稿

をお待ちします。          （ 広報部 ）

 

  

編集後記 


