
 

 

 
 
  

 

      

  

 

 

今月は足立区地域文化課と足立区生涯学習センターをお迎えし、ご講演をお願いしました。 

講演に先立ち、福田代表理事より挨拶がありました。 

楽学の会は設立以来 22年目、ＮＰＯ法人として 15年目に入りました。これまでの足立区と生涯学習センターの

ご支援に感謝し、今後とも連携し活動して参ります。 

１． 足立区の 29年度基本構想「協創」について・・・足立区地域文化課長 浅見信昭 氏 

「足立区基本構想」の中で、今後の区

政運営の柱の一つとして位置付けら

れた「協創」について、地域文化課と

しての課題や取り組みについてお話

しを頂きました。 

・地域文化課としては地域、ＮＰＯ

団体、企業と一緒になって取り組みま

す。  2020年の東京オリンピック・パラリンピックでレガシ

ー（遺産）を創りたい、「文化」を創りたい、終了後に何を遺

産として残すか皆さんと一緒に考えて行きたい。 

 ・今までの「協働」は行政からの声掛け、押し付けになってしまう、「協創」では行政はあまり口を出さない、

フィフティフィフティの原則で進めていきたい、行政だけでは出来ないこと、解らないことが増加している

が意見を聞いて一緒に考えて行きたい。 

 ・楽学の会は行政主導でスタートしたが、20年以上もの長い期間、独自で組織を維持しノウハウを蓄積し発展

してきた、そのノウハウ・経験を教えていただき協力して欲しい。 

 ・足立区の歴史、地域文化の伝承は重要な課題である、足立区に関心を持ってもらい、発信していきたい、こ

のことについても協力して欲しい。 

２． 生涯学習センター 29年度重点事業・・・生涯学習センター副所長 鳥塚春樹 氏 

重点事業の一つとして取り組まれている「セ

ンターミニコミ誌の進化・深化」についてお

話しを頂きました。 

 ・ミニコミ誌研修会の実施・・・届けたい

相手に情報を届けるためにどうあるべきか 

 ・ミニコミ誌作成ガイドライン・・・ 

ミニコミ誌発行目的の整理、地域住民の学習

意欲をかきたて、地域コミュニティに参加するきっかけを促す情報誌、 

構成要素の説明。 

 ・ピア・ナビのコンセプト・・・生涯学習の普及と住民の健康的な暮らしづくりやコミュニティづくりに役立

つ。ピア・ナビは学びピア 21 の総合的なナビゲーション誌として各種講座、イベントの情報を発信してい

る。 

３．地域文化課の野坂係長と三ヶ島主事よりご挨拶をいただきました。 

 月例会終了後、地域文化課、生涯学習センターの方に

もご参加いただき懇親会を開催しました。色々な話題

で盛り上がり親睦を深める機会となりました。ご参加

いただきました皆様ありがとうございました。 

（ボランティア活動推進部 篠原 英也） 
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足立区立郷土博物館で展示の浮世絵展 

  「美人画名品選」との協創企画 
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あだち区民大学塾特別講演会 

 
   

江戸の最大、最先端のメディアとなった浮世絵、今回の浮世絵展のテーマ・
「美人画」の魅力に迫ります。 

 ■ 講演：浮世絵「美人画」の魅力 
・講師 お江戸ル・ほーりー 堀口茉純（ますみ）さん  

（足立区出身・女優  江戸文化歴史検定試験一級） 

 

 

 

浮世絵に関する著書を多数出版。メディアでも

活躍中の講師が、浮世絵ってそもそも何？ 

美人画って何がどう面白いの？という素朴な 

疑問から、具体的な鑑賞ポイントまで、画像を

用いながら優しく解説します。 

江戸時代がグッと身近に感じられる講座です。 

 

■ 関連解説：郷土博物館 浮世絵展の見どころ 
 
足立区立郷土博物館では、7月 22日から 9月 18日まで「美人画名品選」を開催します。 

当館所蔵の 1300 点の浮世絵の中から鈴木春信や喜多川歌麿などの代表的な絵師の美人画の名品を前後

期で 90点展示し、江戸から明治の世で多彩に表現された美人画の魅力とその変遷をご紹介します。 

 

日   時 平成 29年 8月 20日（日）14時～16時 
会 場 足立区生涯学習センター（学びピア 21内）講堂 

５者共催  足立区・足立区教育委員会・足立区立郷土博物館・生涯学習センター 

ＮＰＯ法人あだち学習支援ボランティア「楽学
がくがく

の会」 

今回講座の意図・ポイント 

・足立区との協創テーマで日本の文化の理解のための「浮世絵」講座を足立区へ提案し決定しました。 

・日本文化の理解を図るため、江戸の最大、最先端のメディアとなった浮世絵・「美人画」の魅力を 

あだち区民大学塾講師で、浮世絵に関する著書を多数出版、メディアでも活躍中のお江戸のアイド

ル・堀口茉純さんが区民に発信します。 

・足立区立郷土博物館で展示の浮世絵展「美人画名品選」（7月 22日(土)～9月 18日（火）） 

  と連動した講座を開催。浮世絵展の見どころの解説を専門員より解説頂きます。 

・本講座は足立区、足立区教育委員会、足立区立郷土博物館、生涯学習センター、楽学の会の 5者 

共催で開催します。 

 

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

浮世絵 で知 る「美 人 画 」の魅 力  

受講受付開始は 7月 11日から 

喜多川歌麿 『當時三美人』 

・博物館専門員 畑江麻里 氏 
 

mailto:shinohdy@s2.wh.git.ne.jp


 

中世「絵巻物」を読み解くⅡ～戦と信仰の世界～ 

5月 14日・21日・28日（各日曜日）午後 2時～4時 研修室４において

開催しました。応募者数は 53名（抽選で 42 名）、受講者数 40 名、延べ受

講者数 104名でした。講師は歴史研究家で日本中世史が専門の大関直人氏。

昨年初めて開催した「絵巻物」講座は好評で受講者の要望にお応えしての

講座を提供しました。 

第１回は中世の絵巻物について、絵巻物とは何か、中世に多く作成され

た理由の講演。第 2回は中世の「戦」の世界、『平治物語絵巻』の紹介、第

3回は中世の信仰世界、という内容でした。 

関連した絵巻物をパワーポイントで説明いただきながらの講座でした。絵巻物の説明だけではなく、その

絵巻物の背景にある史実を加えての講義で、関連資料も多く、講義内容のボリュームも多く、大変充実した

講座となりました。 

 「絵巻物」は文字だけではわからないことが絵にはあると理解しやすく、当時の衣装、生活、風俗、建築

がわかり歴史的にも有効です。豊富な史料、絵巻物を用意して解説頂き、平安京の地図、皇室、藤原氏、平

氏、源氏等の系図も解説頂き理解が深まりました。 

受講者のアンケートの意見でも好評で、テンポ良く、楽しい講座でした、丁寧な作りの資料、分かりやす

い講義で充実した内容でした、今後も継続して欲しい、シリーズ化の要望も多くありました。内容が豊富な

ため講義時間が足りない、講義回数を増やして欲しいなどの意見もあり、講師の熱心な講義に感謝いたしま

す。受講者からも本講座を受け、さらに学びの意欲をかきたてられたとの嬉しいご意見もありました。 

                                         （福田哲郎）  

生誕 120年 輝き続ける宮沢賢治の世界 

6月 8、15、22日（各木曜日）3日間にわたり開催された。講師は宮沢賢治

研究家：赤田秀子氏。応募者数は 49名（抽選で 40名）、受講者 39名、出席

者は延 103名であった。第 1回目「宮沢賢治」の生涯と作品から～「花巻共

立病院の花壇設計」～ 第 2回目「銀河鉄道の夜」～植物で読み解く宮沢賢治

～ 第 3回目「どんぐりと山猫」～絵本で読み解く宮沢賢治～。 

1、2回目は植物と賢治をメインの切り口にして、赤田先生が自ら育て、撮

られた写真を豊富に使い、人間「賢治」の魅力を存分に語って頂いた。貧し

い時代に病院の患者さんを喜ばそうと依頼された「花巻共立病院」の花壇設計を行い、珍しい植物を外国か

ら取り寄せて植えた賢治の熱意と植物への造詣深さに感嘆した。 

また、カラスウリやプラタナスをランターンと表現する賢治独特の世界は、

東北の暗さを灯りでほのぼのと照らしたかった賢治の想い、創造力の豊かさ、

賢治でなければ湧き出てこない比喩に感激をした。3 回目は「どんぐりと山

猫」の童話を題材にして、多くのアーチストがそれぞれイメージを膨らませ

て絵本にした中から 12 人の作家の絵とイメージの紹介、時々の時代要請に

よって描かれる賢治の様々な可能性の世界を実際の絵本や貴重なレプリカ

等で披露して頂いた。この時代に言葉も行動も先取りしていた為、当時の賢

治は世の中に受け入れられず、理解者はあまりいなかったが、子どものここ

ろにスッと入っていく新しい言葉を創り、ハッとするような比喩を用いて物語を創った。 

その賢治の想いは、「弱い立場の人たちを大切にする、憐れみではなく、同じ人として」であった。今で

もアーチストを挑発する賢治の世界、独自性を十分に講義して頂き、先生が読まれた作品を聴きながら、受

講者は何とも言えない温かな余韻に浸った。質疑応答では、受講者から核心をつくいい質問も出され、赤田

先生から熱のこもった回答を頂いた。アンケートでは「感動、感嘆した」「ますます賢治が好きになった」

等の感想と賢治の講座を再度やって欲しいとの声が多く寄せられた。 

（林 令子）              

平成 29年度大学塾第 1ステージ開催報告 
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      足立区環境ゼミナール終了レポート      

「ごみを拾って環境保全」  
～マイクロプラスチックの海洋汚染問題～ 

環境問題を地球規模で捉える取組みは大変重要です。自然と人間との共生を図り永続的な生活環境の維持保全

を自ら実践することが如何に重要かを認識し、まず身近な生活環境の中で自ら出来ることは何かを問いながら、

ごみの不法投棄ゼロに向けて荒川の河川で飛散するごみや水辺に漂着するごみを回収しています。その中で見え

て来ることは、年々その数が増加している飲料用ペットボトル、次いで 2番目は食品・菓子などの包装用ポリ袋

です。年々減少傾向にありますが、たばこの吸殻やフイルターが 3番目、その次は食品のプラスチック容器、発

泡スチロール容器、飲料缶・ビンなどです。それらのごみの用途別割合では 7割以上が飲料や食品等の容器包装

で占めている事がわかります。 

今世界で注目されているマイクロプラスチックの海洋汚染問題を食い止めるための一助として、それらの不法

投棄された散乱ごみを川から海へ流出しない様に事前に回収することが求められています。 

毎日使っているペットボトルやレジ袋、様々な包装に使われているプラスチックの使い捨て包装容器や製品な

どが溢れている社会で不法投棄されるプラスチック類はいつまでも自然界に残り、紫外線により劣化、細分化さ

れて川から海へ流れ出し海洋を漂う中でさらに微細化して PCBやダイオキシンなどの有害化学物質を高濃度で吸

着し海洋を汚染し続けています。そして、プランクトンや小魚から大きな魚の体内にも蓄積され、食物連鎖によ

り人間の体内にも取り込まれ健康への影響や生態系への影響が懸念されています。 

まず、その原因である不法投棄や散乱ごみを如何にして減少させていくかが今後の課題であります。その対策

の一つとして、足立区が行っている「資源の出し方 ごみの出し方」とは別に、～ごみは貯める前に 1つでも持

ち込めるボックスへ～と広く呼びかけを行っています。 

また、ペットボトルの使い捨てを減らすためマイボトルやマイカップの利用を呼び掛けています。スーパーな

どでのお買物ではショッピングバックやトートバッグ（エコバック）などを使用してレジ袋やビニール袋を貰わ

ないなど、お１人お１人の方々が環境に配慮して出来ることから始めて見ましょう。 

（環境省では、国民の誰もが簡単に実践できるリユースの具体的な取組として、従来から進めてきたマイバッグ

の利用に加え、22年 6月から新たにマイボトル・マイカップの普及促進のキャンペーンを企業、大学、地方自治

体等様々な主体の参加を得て行うこととしました） 

 

地球環境の現状、地球温暖化の影響と対策、ごみ問題、生物多様性など、環境については 

「将来のために、私たちは、どうすればよいのか」皆様と共に考えていきたいと思います。  

（金子勝治） 

 

 

  狭山市 NPO法人「さやま生涯学習をすすめる市民の会」より会報誌紹介 

 狭山市 NPO法人「さやま生涯学習をすすめる市民の会」は、今、NPO法人として 4年目

を迎え躍進する団体として注目されています。本団体と当会の交流は、当会顧問 平沢茂先

生のご仲介により、平成 19年 7月（楽学ニュース 122号参照）に開催された、「交流・情

報交換会」に遡ります。かれこれ 10 年の歳月を経ておりますが、「さやま生涯学習フォー

ラム」の講師に呼んでいただいたり、双方の会報誌を通して交流を継続してまいりました。

これからも相互の活性化を目指し、学び合いの精神を築いていきたいと考えます。 

冊子は生涯学習センターのワークルーム書架に保管してあります。   （早坂津夜子） 

 

 

みみんんななのの広広場場 
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6月 運営委員会報告（6月 1 日） 
 

1．代表挨拶：報告および提案  

（１）足立区との協創テーマで日本の文化の理解のための「浮世絵」講座を足立区へ提案いたしました。 

郷土博物館の浮世絵、美人画展と連携した講座を開催することになり、足立区、足立区教育委員会、 

郷土博物館、生涯学習センター、楽学の会の5者共催です。あだち区民大学塾の特別講演会として開催しま

す。多忙な堀口茉純さんのアポもとれまして8月20日（日）センター講堂で開催します、皆様の協力でPRし

て成功させましょう。 

（２）センター受託事業についてはセンターへ提案し「健康心理学」講座が確定しました。 

    9月、10月の木曜日 夜間の4回講座です。夜間講座となりますが御協力よろしくお願いいたします。  

あと１講座についても講師と交渉中です。 

（３）5月31日、地域文化課へ、28年度「あだち区民大学塾」講座実施報告書を持参しました。 

  運営方針、分野別講座の状況を報告、会員の事業に対する工夫や、開催までの様々な交渉を展開している

成果を報告し、29年度に向けた取り組みなどについてもお伝えしました。 

（４）6月「月例会」6月14日（水）は足立区地域文化課 浅見課長より講演、新任の野坂係長、三ヶ島主任が御

出席され、生涯学習センターよりも講演を依頼しております。当会との関連あるテーマですので 

会員の出席をお願いします。終了後 足立区地域文化課の方には懇親会にも出席頂き、交流、懇親を 

深めたいと思いますので、皆様の参加をお願いします。 

 

２．議事 

（１）情報交換 

  ・5/31(水) 28年度大学塾実施報告書 区関係部署に持参 

  ・足立区、「意見交流会～夏休み期間中の地域活動について～」 6/20 

（２）月例会開催について 

  ・6月月例会 6/14(水) ①足立区の生涯学習に関する 29年度基本構想「協創」について 

②生涯学習センター29年度重点事業 

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

・「スケッチ」 応募者 34名 第 1回 27名、第 2回 24名、第 3回 23名 受講者計 27名  

・「絵巻物」  応募者 53(42)名 第 1回 34名、第 2回 36名、第 3回 34名、受講者計 40名 

・｢宮沢賢治｣  応募者 49(40)名 6/3、15、22、開催 

・「マンガ」  応募者 16名 6/13、20、27、開催 

（４）受託事業について 

・心と体のバランスを保つための「健康心理学」講座、4回講座 9/21、28、10/12、19  

  開催時間午後 7時～8時半、 講師 桜美林大学教授 石川利江氏 

（５）29年通常総会について、事務局より報告 

（６）各部局・PTからの報告および提案（省略） 

 

平成 28 年度あだち区民大学塾「講座実施報告書」完成、足立区へ持参 

平成 28年度あだち区民大学塾の 1年間の集大成である「講座実施報告書」が 

完成し、5月 31日、足立区地域文化課に持参し、野坂係長、三ヶ島主任に講座の 

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。 

28 年度は過去最多の 19 講座を提供しました。地域文化課よりあだち区民大学塾講

座について楽学の会の尽力に対し感謝の言葉を頂きました。 

 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。  

会員の皆様へは 5月の「楽学ニュース」発送時に同封しております。 

                         （事務局 江川武男）
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身代金要求ウイルスとはなに…? 

パソコンやスマートフォンの情報に「鍵」が

かけられて使えなくして、元に戻すための身

代金を要求するランサムウェアと呼ばれる

ウイルスのことです。 

感染源は心当たりのない差出人からのメー

ルの添付ファイルなどで、感染すると元へ戻

すことはでません。安易にファイルを開かな

い様にしましょう。 

 

   

 

 

 

 

 
ボランティア 
◎ 講座名：高齢者のための暮らしに 
             役立つネット通販体験         
日 時：8月 24日(木）午前 10時～午後 3時 

1時間のお昼休みがあります 
対 象：おおむね 60 歳以上でマウス操作と文字  

入力ができる方 
会 場：生涯学習センター 5階 コンピュータ研修室 
受講料：2,400円（一般）1,680円 （70歳以上の方、

障がい者手帳をお持ちの方） 
定 員：20名（事前申込先着順） 
講 師：青柳 涼氏（パソコン講師、あおいろ代表） 
内 容：暮らしに役立つネットでのお買い物について 
模擬通販サイトを使った会員登録や買い物を通して、 
安全な使い方を学びます。 
 
◎ 講座名：初心者のための 
           パソコン入門講座 
日 時：8月 31日、9月 7日・14日  

いずれも木曜日 午前 10時～午後 3時 
    1時間のお昼休みがあります 
対 象：16歳以上の方 
会 場：生涯学習センター 5 階 コンピュータ研修
室受講料：9,000 円（一般）、6,300 円 （70 歳以上
の方、 
    障がい者手帳をお持ちの方） 
定 員：20名（事前申込先着順） 
講 師：青柳 涼氏（パソコン講師、あおいろ代表） 
内 容：パソコンの電源の入れ方、文字の入力、 
インターネットの使い方など、基礎の基礎から学ぶ 
ことができる講座です。この講座でパソコンの基本 
操作をしっかりマスターしましょう。初心者の方でも 
一から丁寧にお教えします、奮ってご参加ください。 
 
◎ 講座名：リバーサイドコンサート 
         真夏の特別編ビッグバンド 
日 時：8月 13日（日）午後 2時～3時 30分 
対 象：16歳以上の方 
会 場：生涯学習センター 4階 講堂 
入場料：1,000円（一律） 
定 員：160名（事前申込先着順） 
出 演：Blue Art Jazz Orchestra（日本大学芸術学 

部音楽専攻) 
内 容：ブラスが中心のビッグバンドによるコンサー 
トです。アニメや CM、TVドラマ、映画の主題歌を中 
心に演奏します。スタンダードジャズの演奏も楽しめ 
ます。 

    
お申し込みは、生涯学習センターへ 

https://reserve.city.adachi.tokyo.jp/webcls/ 
電話（03－5813－3730）または直接窓口へ 
 

８月「月例会」はお休みします 

（ボランティア活動推進部） 

 

 

 

 

◎ 運営委員会 

7月    3日(月) 午後 3時〜5時    研修室 4 

◎ 月例会（暑気払い）  

7月 14日(金) 午後 6時〜8時 レストランさくら 

◎ 学習支援部 

7月 14日(金) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ ボランティア活動推進部  

7月  7日(金) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 広報部 

7月  5日(水) 午後 2時〜4時 メール会議 

7月 21日(金) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

7月 25日(火) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 事務局 

7月 4日(火)午後 2時～4時 ニュース発送 

7月 11日(火)午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 大学塾講座検討会議  

7月 14日(金) 午後 4時〜5時半   研修室 4 

◎ 大学塾講座企画会議 

7月    3日(月) 午後 1時半〜3時  研修室 4 

◎ 生涯学習センター 休館日 

7月 10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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（広報部） 

 

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 

編集後記（パソコン情報） 
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