
2017 年 4月 15 日から 2018 年 3月 17 日まで行われている東京 23 区で働く社会教育主事による講座

「学びのクリエイターになる！」のオプション企画として当会との交流会が実施されました。

テーマ：『NPO 法人 あだち学習支援ボランティア 楽学の会』の取り組みに学ぶ

—活発な活動を継続している、その秘密に触れる—

日 時：2017 年 11 月 4 日（土）午後 2 時～午後 4 時 30 分

会 場：足立区生涯学習センター 5 階 研修室 4

参加者は「学びのクリエイター

になる！」の受講者 4 名、実行

委員の立教大学の髙井正様と豊

島区の社会教育主事の岡田麻矢

様ほか計 6 名、当会からは 8 名

が参加しました。

参加者全員が少し長めの自己

紹介を行い、パワーポイントで

「楽学の会」の活動紹介を致し

ました。質疑応答の後は、「あだち区民大学塾」の事務

局での活動現場を見学いただき、最後は全員の記念撮

影で解散しました。双方ともに学ぶことができた交流

会になったのではないかと思います。

髙井様は足立区の社会教育主事として活躍されてい

た頃から「楽学の会」とは長いお付き合いをいただい

ております。「楽学の会」の事業の柱の一つである「あ

だち区民大学塾」は平成 15年社会教育委員会議答申に

よる「足立区における高齢者の生涯学習振興策」を背

景に構想されたものです。

髙井様はこの委員会議の事務局をご担当いただ

き、「楽学の会」の結成とその後の「あだち区民大

学塾」の立ち上げにご尽力をいただきました。長

い間ご支援をいただいておりますが、実際に活動

についての詳細をご紹介したのは初めてであり、

活発に活動している様子に感心しておられました。

これからも少し離れた位置から、「楽学の会」の活

動を見守っていきたいと思います。との心強いお

言葉をいただきました。

（ボランティア活動推進部 篠原英也）
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「学びのクリエイターになる！」楽学の会との交流会報告



西郷隆盛と明治維新
平成 30年は明治維新 150 年を迎えます。

そして平成 30 年度 NHK 大河ドラマは『西郷どん』です。西郷隆盛は、大

久保利通、木戸孝允とともに「維新の三傑」として知られ新しい国家をつく

る過程で重要な役割を果たしました。しかし新政府においては征韓論論争で

破れて下野し、最後は西南戦争で戦死するという変転の激しい生涯となりま

した。この講座では、波乱に満ちた西郷隆盛の生涯を振り返りつつ明治維新

について改めて考えてみたいと思います。

講師 ：三村昌司 氏 防衛大学校 人間文化学科 准教授

日時 ：1月 13 日、20 日、27 日 毎回 土曜日 午後 2時～4時

会場 ：梅田地域学習センター（エル・ソフィア内）

講座内容：

第 1回 幕末政治史のなかの西郷隆盛

第 2回 明治新政府における西郷隆盛

第 3回 西南戦争と西郷隆盛

幕末・明治の女たち ～新島八重、千葉さな他～
10 月 14 日・21 日・28 日（各土曜日）の 3日間の講座でした。受講申込者 31名、受講者 25名、

延べ受講者 53名で、毎回雨となり天候に恵まれなかった講座でした。

講師は歴史研究家で主に幕末・維新の人物史を研究されているあさくらゆう氏を迎え開催されまし

た。講義内容は次の通りです。

1回目・・・ 新島八重 と 高木ときを ～会津女性の波乱の人生～

2回目・・・ 千葉さな と 楢崎 龍 ～坂本龍馬をめぐる女性たち～

3回目・・・ 久野 久 と 小倉 末 ～黎明期の女性ピアニストたち～

今年は大政奉還から 150 年を迎えます。幕末から明治にかけて激動の時代を

生きた女性たちを取り上げ、毎回テーマ別に接点のある二人の女性を対比し

ながら、数々のエピソードを交え

ながら生き様を解説されました。3回目の女性ピアニス

トは 2010 年に NHK 歴史秘話ヒストリアに取り上げられ

た著名なピアニストであったが、知る人は少なかったと

思います。今、「女性たちの活躍」が叫ばれています。

幕末から明治にかけての激動の時代に活躍された女性

たちの歴史を知ることができ、興味深い講座でした。

（篠原英也）

平成 29 年度 大学塾第 4ステージ開催案内

西郷隆盛像
（鹿児島県歴史資料ｾﾝﾀｰ黎明館蔵)
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彰義隊の墓守の子孫が語る「上野彰義隊」の顛末

10 月 10・17･24（各火曜日）午後 2 時～4 時 応募者 56 名、受講者 47 名、

延べ 133 名での講座でした。講師は、彰義隊士小川椙太（興郷）子孫で東京

学芸大学名誉教授 小川 潔氏に講義頂きました。

第 1 回目は、戊辰戦争と上野彰義隊の顛末～上野彰義隊墓所文書から～の

講義でした。

概略：大政奉還後に上野の寛永寺に蟄居した徳川慶喜の警護と助命嘆願を機

に発足した彰義隊はやがて反新政府の武装集団となった。慶喜の水戸退去時

に寛永寺に留め置かれ、徳川家霊廟を守護した。新政府軍は、1868 年 5月 15

日、大村益次郎が上野総攻撃を仕掛けた。ちょうど 150 年前の出来事である。

戦いは半日で終わり、新政府軍は寛永寺を焼き払い、彰義隊は足立区や東北方面に敗走し、一部は箱館戦争

に参加した。彰義隊は旗本御家人の鏡とする声と、烏合の衆としてさげすむ声とに評価が分かれる。

第 2回目は、生き残り隊士の戦後と上野彰義隊墓所の 150 年～文書と言い伝えから～の講義でした。

概略：上野戦争の戦後処理について説明された。隊士は三ノ輪の圓通寺の申請で火葬にされ、寛永寺は上野

に復帰した。投獄された隊士は翌年に赦免されたが、大幅に減俸された徳川家には戻れず、牧之原開墾に向

かった。小川興郷は東京に戻り、上野の彰義隊墓所建設に奔走した。墓所は 1875 年に完成し、現在の墓石

は 1884 年に再建された。そして、墓所の経営に専念した小

川家の日々の仕事や年間行事、資料室の開設などについて紹

介された。都市公園法制定後は宗教物や私物は上野公園の中

にあってはならず、東京都は「上野戦争の遺跡（文化財）」

という粋な計らいで彰義隊の墓の設置が許された。小川彰

（講師の長兄）の撤退に当たり、墓所の建物とともに資料室

も閉鎖することになったが墓と碑文はそのままの姿で当地

に残った。

第 3回目は、現地学習（上野公園内の史跡を巡りながら）

～上野戦争の舞台となった上野の歴史をたずねる～

の講義でした。

概略：小川先生が代表幹事を務める「しのばず自然観察会」が作成した『上野之杜絵図』が一人ひとりに配

布され、その地図を基に西郷像→彰義隊の墓→清水観音堂→摺鉢山（前方後円墳）→寛永寺旧本坊表門→徳

川家代々霊廟勅額門→寛永寺根本中堂を巡りました。清水観音堂では壁面に掛けてある額に本物の大砲の弾

丸が 1 個飾られてあり、寛永寺旧本坊表門には銃弾と大

砲の弾丸が貫通した跡が数個残っていた。上野戦争の

生々しさを感じた。史跡巡りの最後は慶喜が蟄居した寛

永寺の根本中堂で、庭先には上野戦争などの絵図が数枚

展示されており、小川先生のそれまでの説明と重ねなが

ら鑑賞し、現地学習を閉じた。

歴史の学びの醍醐味は、史実の現地・現場に自らの体

を置き、さまざまな思いを馳せることにあります。しか

しこの体験は、地理的に殆んどできないのが現状です。

そういう意味からも、今回の現地学習は恵まれ過ぎまし

た。小川先生には深く感謝申し上げます。

（佐々木善光）
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元商社マンから学ぶ「日本の常識・世界の常識」

11 月 2・9・16（各木曜日）午後 2 時～4 時 応募者 34 名、受講者 32

名、延べ 73名での講座でした。講師は、元商社（三菱商事株式会社勤務）

現在、東京理科大学非常勤講師 岡本 徹氏が務めてくださいました。各回

の講義では、様々な文化やものの見方・考え方に関する豊富な資料を用意

されてお話しされました。

第１回目は、「常識」とは～日本と外国の常識の違い～の講義でした。

鶏の鳴き声は？ 日本では常識と思われているが日本以外では通用し

ない諺（一を聞いて十を知る等々）などを導入に、①常識とは何か、②日本と外国での常識の違い（どちら

が良くてどちらが悪いという判断は危険）③日本と外国の常識の違い（察しの文化・謙譲の美徳・おもてな

し・時刻度通りに運行）④日本では常識だが外国では？？

⑤海外では常識的な行動や一般知識でも日本では？？ ⑥常識の判断は論理的に学習可能か？？ ⑦なぜ常

識の違いを認識する必要があるか。以上の項目を中心にお話しされましたが、第１回目ということもあり、

目からうろこ的なことが多く勉強になりました。“ツマラヌものでお口に合うかどうか分かりませんが・・

お口汚しで・・”という謙譲的表現は、“どうしてそんなにおいしくないものを頂かなければならないのか”

と受け取られる等々・・。

第 2回目は、外国人が驚く「常識・非常識」～外国人が

驚く日本の文化～の講義でした。最初に、日本の常識の中

で殆んどすべての外国人が驚く「常識・非常識」を掘り下

げる事例から始まりました。①世界一「おもてなし」の国、

②世界一「安全」な国、③「グループ行動」を基本とする

国、④世界一「完璧」を求める国、⑤「謙譲の美徳」の倫

理観の国、⑥「察しの文化」で人間関係が進む国という項

目からの常識・非常識論でした。

そして、外国人が驚く日本人の習慣（常識？）、海外で

は（一般的に）非常識と捉えられる「日本の常識」とは、と講義は展開されました。出る杭は打たれる、能

ある鷹は爪を隠すなど、謙虚が美徳の日本の文化は殆んどの国では「無知」「非常識」「子供と同じ」と受け

取られる。和を以て貴しとなす姿勢は、会議などでは集中砲火を浴びるなどなど、知って学ぶべきことが多

くありました。

第３回目は、「郷に入っては郷に従え」～グローバル社会で世界と共生する日本～の講義でした。

本講座のまとめも含めて①「ローマではローマ人たちがするようにせよ」②グローバル社会における「異

（多）文化との共生」③日本におけるグローバル化の経緯と背景④「世界についていく日本」から「世界と

共生する日本へ」⑤世界と共生のための若干の具体的な考察の五本柱で話されました。

基本的に思考過程や価値観が違うのは当然であるのでお

互いに良い点と悪い点を学び、自分たちの成長の一手段と

受け止めることがグローバル化の第一歩ではないかという

まとめは、胸にすとんと落ちました。

最後に本講座の結論として、グローバル社会で世界と共

生するためには、単に語学力を高め、世界の人々と話せる

ようになるだけでは不十分です。その国、その地域の習慣

や倫理観を（経済や法律といった社会的仕組みだけでなく）

理解し、お互いに相手の考え方や常識や行動様式を受け入

れることが基本ではないかと思います、と結ばれました。

（佐々木善光）

平成 29 年度 大学塾開催報告（第 3ステージ続き）



「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」NHK 文化講演会
11 月 5 日（日）午前 10：00～正午、生涯学習センター４階講堂において開催さ

れた。

講師は東京都美術館 事業係長 学芸員の中原 淳行 氏。講座申込者 220 名に対し、

出席者は 196 名と会場が満席となりました。運営ボランティア参加者は 10名でし

た。

10 月 24 日（火）～1月 8 日（月・祝）上野の

東京美術館で開催されている「ゴッホ展巡りゆ

く日本の夢」の NHK 主催展覧会関連文化講演会でした。

ファン・ゴッホが描いた浮世絵の模写、日本美術の構図や色彩表現を取

り入れた作品、理想郷として夢見ていた日本のイメージを反映した作品な

ど、様々な角度から日本の影響を受けたゴッホ作品が紹介された。

講座参加者には無料観覧券がプレゼントされることもあり、いつもの通り、

大変人気が高い講座でした。 （篠原英也）

全日本社会教育連合会＆日本青年館合併 5周年記念
社会教育の未来を❤で語る

～前仙台市長＆若者セッション～ 参加報告

日 時：11月 3日（金）、4日（土） 於：日本青年館（第１日目参加）

主 催：一般財団法人日本青年館「社会教育」編集部

共 催：おかえりなさい！奥山恵美子さん実行委員会/たま社会教育ネット

ワーク/学びのクリエーターになる！実行委員会/「社会教育」サポ

ーターの会“得る”Café 他 

参加者：大学関係者、各種 NPO 法人、学習支援ボランティア等、約 50名

＜イベント＞ 大久保邦子氏 文化ボランティアコーディネーターの進行に

より開会されました。

第一部：基調講演

演題「砂粒社会からおにぎり社会へ」・・・前仙台市長 奥山恵美子 氏

東日本大震災で感じられたことを中心に講演されました。市長として、地域力の大切さを知った。

社会教育に望むのは、良識ある市民を育てる事である。また、色々な活動をとおして支えあうこと

の意義を知ることが必要である。等々話されました。

第二部：社会教育フューチャーセッション

基調講演を受けた若者世代との意見交換が活発に行われました。

第三部：ワイワイガヤガヤおしゃべりタイム

日本青年館事務局会議室で意見交換が行われました。

奥山恵美子 氏

「写真ご提供：“得る”Cafe 事務局」 参加者：早坂津夜子、小林徹（記）

生涯学習センター講座 運営ボランティア報告



国立昭和記念公園と昭和天皇記念館を見学

11 月 17 日会員の親睦を図る交流会

として国営昭和記念公園と昭和天皇

記念館を見学した。同園は昭和天皇在

位 50周年記念として昭和 58年に開園

した。現天皇ご成婚を記念して造られ

た日本庭園もあり、東京ドーム 38 個

の広さがある公園で、四季を通じて訪

れる人が多い。

参加者 12 名は、現地ボランティアガイド 2 名の案内で雲一つない青空のもと カメラやスマホを片手に黄

色に輝く銀杏の葉や真っ赤に染まった紅葉に感嘆の声を上げながら散策した。平日にもかかわらず人出が多

く、カメラを持った外国人の姿も見受けられた。

2時間近く散策した後、芝生に椅子を輪に並べ各自持参の弁当を食べた。野外で分け合って食べるのも美

味しく感じられた。

午後は、銀杏並木を背に記念撮影をし、その後記念館を見学した。同館は緑を愛された天皇所縁の資料が

展示されていることから「花みどり文化センター」と呼ばれている。昭和天皇 87 年の生涯所縁の資料が展

示され、終戦の日の玉音放送も聞けた。当時の事柄が思い出され平和が長く続くことを祈った。

帰途、新入会員の歓迎会を兼ねて北千住の日本海で更なる親睦を重ね、若手が活躍してくれることを期待

して、楽しいひと時を過ごしました。

（岡田スミ子）

新会員紹介 横掘千恵子 様
私の社会人としての人生は、仕事だけにまっしぐらの仕事人間でした。

退職後は、第 2 の人生として、微力乍ら社会にお返しをする活動をしたい、また趣味の時

間を持ちたいという 2 つの柱を念頭に何か出来ることはないかと探していた時に足立区の

広報で傾聴の講習会を知り早速受講しました。講習が終了したときには傾聴のクラブと地

域支援、絆の安心協力員に組み込まれ、この時から見知らぬ土地で友人が出来始めました。

趣味は、書の鑑賞、神社仏閣、仏像の拝観、歴史や経済、時事問題に関する簡単な書物を

読むことです。

楽学の会には、岡田さんからお声をかけられて会の組織や活動の様子をお聞きして荷が重いとも思いまし

たが、全く新たな経験をするのも面白いのではと思い入会を決めました。皆様がコミュニケーションを良く

取っていらっしゃるのは好感度大です。

今後色々な経験をさせて戴き楽しく会の一員としての役割を果たす事が出来る様に努力する積りです。

よろしくお願い致します。
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平成 29 年 11 月 月例会 報告 （11 月 17 日）

＜親睦ハイキング〉
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11 月運営委員会報告（11 月 1 日）

1．代表挨拶：報告および提案
・11月になりました。先月は10/1のNPOフェステイバル2017、10/7、8のサークルフェア2017に多

数参加頂き有難うございました。楽学の会の活動紹介、講座PR、会員勧誘実施できたと思います。

・10/16（月）に足立区地域文化課へ楽学の会の29年度前期の事業報告を行った。

あだち区民大学塾、センター受託講座の状況を報告し、ポイントは下記です。

＊足立区との協創企画の特別講演会「浮世絵で知る「美人画」の魅力」は足立区、足立区教育

委員会、郷土博物館、生涯学習センターと5者共催で開催し、97名の受講者で幅広い年齢層の

受講があり盛況で高い評価を頂きました。足立区、郷土博物館の御協力に御礼を申し上げた。

＊後期も足立区関連講座を企画している。足立の仏師の講座に期待しており足立区のPRになる

とのコメントがありました。30年度も足立区関連講座を検討しており、足立史談会との協

創を相談中、またあだちの銭湯講座も交渉中であると報告しましたが 浅見課長からは是非

進めてほしいとのコメントありました。

＊また郷土博物館との協創講座を検討するので 地域文化課纏めで郷土博物館の30年度企画展

の計画を聞いて打合せたい旨、申込み了解頂きました。

＊学習支援ボランテイア育成セミナーについても相談しました。足立区での予算確保は難しそ

うで大学塾講座の開催を今後検討していきたいと思います。

・30年度あだち区民大学塾の講座を検討中ですが12月までに30年度前期の講座を決める必要あり

ますので、皆様より 積極的に講座提案をお願いいたします。

・センターよりの受託事業については「心と体の健康講座」シリーズとして2講座を提供します。

9月～10月の4回で「健康心理学」講座が終了しました。定員30名に対し受講者は40名、延べ１

29名と盛況で夜間講座ですが 熱心に受講頂きました。運営スタッフの皆様 夜間講座でし

たが 御協力有難うございました。

次は「体内時計と健康」講座は11/25、12/2 土曜日昼間 2回講座です。体内時計、時計遺伝

子が今年度のノーベル賞 医学・生理学賞「体内時計のメカニズム」が受賞しましたので時宜

を得た講座となっています。現在定員30名に対し 受講申込者は現在26名です。

・他団体とのネットワーク推進については、11/4（土）には都内の社会教育主事の方の会「学び

のクリエイターになる」実行委員会との交流会を開催いたします。

当会より楽学の会の活動紹介を行い、意見交換して有意義な交流会にしたいと思います。

２．議事
（１）情報交換

・学びのクリエーター 11/4 2 時～4時 開催 （先方 5名、当会 8名）

・シアター1010 ギャラリー 当会の PRをする(ブース設置)

足立区糖尿病患者の会(足立 ADMS)が主催

・あだちっ子歯科検診 回覧

・子供の未来応援基金 回覧

・ブース来場者 12名への対応(フェスティバル・サークルフェア) →ボラ活部主管

・30年度共催事業、 史談会との共催担当→田中、 郷土博物館との共催担当→糸井

（２）月例会開催について

・11月月例会 11/17 親睦ハイキング「国営昭和記念公園と昭和天皇記念館を訪れる」

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議）

・「日本の常識」 11/2 9 16（木）2時～4時開催 応募者 34名

・「江戸はスゴイ」11/5 26（日）2時～4時開催 梅田地域学習センター 応募者 65名

（４）受託事業について

・「健康心理学」9/21 28 10/12 10/19 7 時～8時半開催 応募者 40名

出席者数 1回 30 名 2回 33 名 3 回 35 名 4回 31 名 受講者 40名

・「体内時計」11/25、12/2 11/1 現在 26 名 11/15 事前打合せ

（５）29年度前期 事務局経理報告

・資料に基づき事務局より報告。

（６）各部局・PTからの報告および提案（省略）
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楽学ニュース 235 号をお届けいたします。
11 月といえば酉の市。江戸の酉の市は花畑の大鷲神社
で始まり、千住の勝専寺に移り、現在は浅草の鷲神社
が本場です。それぞれ上酉・中酉・下酉といわれます
が、足立区に縁の深い行事で、区内には熊手作りの会
社もあります。今年は 12 年に１度の酉年の酉の市で、
三の酉までありますので、火の用心が必要です。

そのせいか、夜遅く
まで縁起熊手売りの
元気な手締めの音が
響きました。

（広報部・糸井史郎）

ボランティア
◎ 講座名：名作シネマで学ぶ

憲法の諸原則と刑事裁判
日 時：1月 9 日・16 日・23日・30 日

毎週火曜日 4 日制 午後 2時～4 時

対 象：16歳以上の方

会 場：生涯学習センター 4 階 講堂

受講料：2,000 円（一律）

定 員：50名 （事前申込先着順）

講 師：新井 剛 氏（獨協大学国際教養学部教授）

内 容：この講座は、名作映画を教材に、法律のこ

とを分りやすく学び合うことのできるユニークな

講座です。現実味をおびてきた憲法９条改正、裁判

員制度など、私達の生活や未来に深く関係する法律

について、ご一緒に考えることができる

貴重な機会です。是非ご参加ください。上映予定映

画：チャップリンの『独裁者』、グレゴリー・ペッ

ク主演の『アラバマ物語』

◎ 講座名：AIの衝撃 その現状と展望

日 時：1月 18 日 木曜日 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 5 階 研修室 1

受講料：600円（一律）

定 員：40名（事前申込先着順）

講 師：小林 雅一 氏（KDDI 総合研究所リサーチ

フェロー、作家）

内 容：最近あちこちで耳にする「AI（人工知能）」。

どこか遠い世界の話しではなく、医療や介護、産業、

教育や育児など、私たちの身近に活かされつつあり

ます。その一方で AI に人の仕事が奪われるのでは

という不安もあります。今回は AI の現状と課題に

ついてご紹介します。

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

◎運営委員会

12月  4 日(月) 午後 3時〜5時    研修室 4 

◎ 月例会 （忘年会）

12 月 22 日(金) 午後６時〜8 時半（日本海）

◎ 学習支援部

12 月 14 日(木) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ ボランティア活動推進部

12 月 8 日(金) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 広報部

12 月  6 日(水) 午後 2時〜4時 メール会議 

12 月 20 日(水) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

12 月 26 日(木) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 事務局

12月 5日(火) 午後 2時～4時 ニュース発送

12 月 12 日(火) 午後 2時～4時 ワークルーム

12月 27 日(水) 午後 2時～4時 ワークルーム

◎ 大学塾講座検討会議

12 月 22 日(金) 午後 4時〜5時半 研修室 4

◎ 大学塾講座企画会議

12月  4 日(月) 午後 1時半〜3時  研修室 4 

◎ 生涯学習センター 休館日

12月 11 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

生涯学習センター 講座情報 楽学インフォメーション

★会合のお知らせ★

編集後記2018 年 1 月「新年会」のご案内

楽学の会「新年会」を下記の通り開ます。
皆様の積極的な参加をお願い致します。
日頃からご支援をいただ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。
日 時：平成 30 年 1 月 16 日（火）午後 6 時～
場 所：学びピア２１ ７階

レストラン「さくら」
参加費：3,000 円
申 込：ボランティア活動推進部 篠原英也

Ｅ－mail : shinohdy@s2.wh.qit.ne.jp
FAX：03－5813－3759（事務局ＷＲ）

締 切：1月 9 日（火）（欠席は連絡願います）
（ボランティア活動推進部）
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