
 
 

 
 
  

 

西西郷郷隆隆 盛盛とと 明明治治 維維新新  

1 月 13 日、20 日、27 日（各土曜日）3 日間の講座は応募者 78 名（抽選で

62名）、受講者 57名、延べ 146 名でした。講師は防衛大学校 人間文化学科 准

教授の三村昌司氏。 

会場は梅田地域学習センター（エル・ソフィア） 3階の第 1学習室。平成

30年は明治維新 150 年を迎えます。平成 30年度 NHK 大河ドラマは『西郷どん』

です。この様な背景のためか応募者数が多く、抽選となってしまいました。 

西郷隆盛は、大久保利通、木戸孝充とともに「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る講座でした。  

1 回目は「幕末政治史のなかの西郷隆盛」、2 回目は「明治新政府における西郷隆盛」、3 回目は「西南戦

争と西郷隆盛」というテーマで、三村講師が準備された史実に基づいた資料で西郷隆盛の生涯と当時の幕末

政治の流れを反映した興味ある講義でした。今回の講義で受講者とっては大河ドラマ『西郷どん』に関する

前知識が培われたことと思います。受講には 60歳代、70歳代の男性が多く参加されました。 

受講者からは、・講師の用意される資料が充実したもので、史実に基づいた講座となっていて良かった。・

講師の語り口は大変分かり易く、良く研究されているので理解出来た。・タイムリーな企画で説明もキビキ

ビとしていて分かり易かった。レジメもとても丁寧で有難かった。・歴史の出来事を資料に基づき話された

ことが良かった。等々、3回とも講師自ら史実に基づき作成いただいた貴重な資料で大変分かり易い講義で

した。受講者は真剣に受講されており満足度の高い講座となりました。 

（篠原英也・小林徹）    
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国国民民生生活活かからら見見たた  日日本本経経済済入入門門 

日本経済がバブル崩壊後、長く低成長、デフレであったことに加え、人口減少が始まった結果、国民生

活の面でも格差の拡大、貧困層の増加など様々な課題が生まれ、将来への不安要因となっている。 

講座では、このような国民生活の変化とその背景について、世論調査、家計費・貯蓄額、非正規雇用割

合、離婚率、出生率、自殺率、貧困率、生活保護率など日々の生活に身近な指標に即しつつ、データやグ

ラフを用いて分かり易く明らかにします。 

 

講師 ：柴田 寛氏 元農林水産省 課長職 

日時 ：4 月 7 日、14 日、21 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 バブル崩壊以降、国民の意識と家計はどうなったのか 

        ～世論調査、家計調査、給与調査等の分析～ 

第 2 回 国民生活の変化をライフステージごとに考える 

～出生率、進学率、失業率、自殺率等の調査の分析～ 

    第 3 回  格差の拡大と貧困の増大を考える 

～生活保護世帯、子供の貧困率等の調査の分析～ 

 

読読んんでで、、聞聞くく  「「平平家家物物語語」」  
我が国最高の戦記物語「平家物語」の有名な章を皆で一緒に声を出して読み、

諸行無常や盛者必衰の場面で日本語の美しさとリズムを楽しみます。 

また、800 年も語り継がれてきた平曲（平家琵琶による平家物語り）の「大

原御幸」を、数少ない前田流平家詞曲相伝・入澤美榮子師（東久邇宮文化褒章

受賞者）の演踊を鑑賞し、「祇園精舎の鐘の声諸行無常の響きあり・・・」で、

はじまる「平氏」の興亡を、より一層深く学びます。 
 

講師 ：石井 清弘氏   元足立区立図書館長 
       入澤 美榮子氏  前田流 平家詞曲相伝 

日時 ：4 月 12 日、19 日、26 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 1 

   講座テーマ ： 

   第 1 回 “読む”「平氏最後」・・・二位の尼、知盛、重衡など 

第 2 回 “読む”「源氏勝鬨」・・・義仲、義経など 

    第 3 回  “聞く”「平曲 大原御幸」・・・建礼門院、後白河法皇など 

 

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.qit.ne.jp          （ボランティア活動推進部 篠原英也） 

 

平成 30 年度大学塾第 1ステージ開催案内 
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3300 年年 22 月月  月月例例会会  報報告告（（22 月月 1144 日日））  

テーマ：「あだち区民大学塾」運営マニュアル検討結果報告会 

 平成 29 年 11 月の運営委員会にて「大学塾運営マニュアル検討委員会」が設置され、11 月から 6 人のメ

ンバーで４回の会合を開催しました。その検討結果を佐々木委員長より報告いただき参加者で討議しました。

加えて、この機会に「大学塾運営マニュアル」についての読み合わせを兼ねた勉強会とするためにも開催し

ました。 

＜討議内容＞ 

 講座チームの編成・・・コーディネーター、リーダー及び講座担当者の役割について 

 各部局の役割・・・事務局の対外的役割について確認する。 

 生涯学習センターへの報告事項と各部局の役割の再確認について 

 あだち区民大学塾で使用する附表の差し替えと更新について 

 「あだち区民大学塾のしくみ」を表したイメージ図の更新（下図） 

以上、参加者 20名で討議しました。いただいた意見は改訂版に反映させて頂きます。 

（ボランティア活動推進部） 
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あだち区民大学塾のしくみ 



みんなの広場 
シシルルククロローードドののロロママンンをを求求めめ！！！！  

タタ クク ララ ママ カカ ンン 砂砂 漠漠 一一 周周 のの 旅旅 （その 3） 

 

 

 ウルムチは、新疆ウイグル自治区の首府(県庁所在地)で、人口

約 280 万の大都会であり、シルクロードのオアシス都市のイメー

ジはない。特筆すべきは、新疆ウイグル自治区博物館で、当地か

ら出土した各時代の遺物や少数民族の習俗などを展示している。

覚えている人も多いだろうが、かって NHK で放映され、92～93 年

の展覧会(日中国交正常化20周年)で展示された「ローランの美女」

が目の前にありました。黄褐色の髪、長いマツゲ、色白、白っぽ

い衣装のヨーロッパ系の美女、と思っていたが、空気にさらされ変 

色したのか、全体が黒っぽくなり衣装もボロボロでした。それでもまだまだ「麗人の面影」が残っているよ

うには感じました。 

 最後の訪問地は、ウルムチから 183 キロにある歴史の宝庫・トルファンで、中国でも「高度が低い(海抜

－１00ｍ以下)」「気温が高い(47.8℃)」「ブドウが甘い」「古い遺跡が多く残る」地と言うようです。交河故

城・高昌故城・アスターナ古墳・ペゼクリク千仏洞・火焔山など見所は多い。高昌故城は、約 1,000 年間高

昌国の首都として栄え、周囲は 5k にも及び、外城・内城・宮城に分かれているが、建築物の損壊は激しく

荒涼とした風景が広がる。玄奘が 2ヵ月間滞在

したことでも有名。 

ペゼクリク千仏洞は、火焔山山中にあり６世

紀ごろから石窟の開削が始まった。ここも他の

地区と同じでイスラム教の浸透により破壊さ

れ、その後各国の探検隊により、貴重な絵画は

剥ぎ取られ、ほんの一部分が残るのみである。 

 

またアスターナ古墳からのミイラなど多数の出土品は、ほとんどが新疆ウ

イグル自治区博物館に収蔵されており、古墳内には、数体のミイラ等が安置

され、見学できるだけである。火焔山(鳴砂山同)というと、我々は一つの単

体の山と考えがちであるが、幅数キロ・長さ 100 キロほどの山地(山脈)を総

称しているのにはびっくりした。2017.08.31 から 17 日間にわたる長旅であ

ったが、前から行きたいと思っていたロマン溢れる？シルクロードに行く事

が出来、大満足である。   

旅は楽しい！！ 体が動けるうちにまた行こう！！ 

 

  
  

ペゼクリク千仏洞 

ローランの美女・復元図 

火焔山 

江川武男様 3 回にわたる

寄稿ありがとうございま

した。 
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キジル千仏洞 

高昌故城 



2月 運営委員会報告（2 月 1 日） 

 
1．代表挨拶：報告および提案  

（１）平成30年に入り先月 1月16日には楽学の会の新年会が開催され生涯学習センター平野所長、 

鳥塚副所長、顧問の崎山様のご出席頂き、会員の皆様と楽しい新年会でした。 

取り纏め頂いたボラ活部の皆様 お疲れ様でした。 

（２）あだち区民大学塾については第4ステージに入りました。 

・「西郷隆盛と明治維新」講座は1月土曜日 梅田地域学習センターで開催しました。 

NHK大河ドラマ関連講座は好評で人気があり.応募者78名でしたが残念ながら抽選とさせて頂き.受講者57名、延

べ146名と盛況でした。 

  ・残りは3月講座「がんのリスク 予防と生活習慣」です。 

   29年度大学塾講座は18講座となり多くの区民に受講頂きました、皆様のご協力に感謝申し上げます。 

  ・また30年度後期の講座を検討中です、2,3月で講座を決定し研修室を申込む必要ありますので積極的提案をお願

いいたします。是非、新規分野講座を提供していきましょう。 

（３）NPO設立15周年記念事業を検討しています。1月運営委員会で開催方向が承認されました。 

本日企画（案）を提案いたします。 

今後実行委員会体制で皆様の協力で進めて行きたいと思います。  

（４）1月に 2名の新規入会がありました。これで 29年度は 4名の女性会員が入会されました。 

ご一緒に楽学の会の事業を盛り上げていきましょう。 

 

２．議事 

（１）情報交換 

   ・舎人公園千本桜まつり 4/7・8 ブース出展者募集  出展ナシ 

   ・東京コンファレンス 1/21、22  東大、本郷キャンパス  篠原氏報告（楽学ニュースに掲載） 

   ・男ボラ 1月イベント 1/26 1：30～  総合ボランティアセンター  齋藤氏報告 

   ・「実費弁償による事務処理の受託等の再確認について」足立税務署に5年ごとに申請、事務局で準備中 

  ・「学びを創るボランティア育成講座」の開催について  2/14 講座検討会議で報告予定 

  ・「15周年記念事業」の開催について  委員長小林氏より資料を基に説明 

（２）月例会開催について 

   ・2月月例会 2/14 「大学塾運営マニュアル、検討結果報告」 3：00～ 

   ・1月新年会報告 楽学ニュースに掲載 

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

・「西郷隆盛」 1/13 20 27 応講者 62名 1 回 50名 2 回 50 名 3 回 46 名 受講者 57名 

・「がんのリスク」 3/8 15 研 1 無料 2/1 現在応募者 14 名(締切 2/22)  

（４）受託事業について 

（５）各部局・PTからの報告および提案（省略） 

 

新会員紹介 小田野 幸子 様  

 数年前から時々、区民大学塾の講座を受講させていただいた。新しい分野の知識はいつも

新鮮で、どんな風に企画しているのか興味があった。私は退職前、学校保健を通して、小学

校の児童相手の仕事を続けていた。子どもの健全な成長を願う仕事は、目的をもって自分も

学び、成長する機会を得ることができた。しかし、狭い社会を歩いてきたため、常に異なっ

た分野も知りたい気持ちがあった。退職後、インドのマハトマ・ガンジーの「明日死ぬかの

ように生き、永遠に生きるかのように学べ」の言葉に出会い、学び続けられる場を探してい

た。そんな折に声を掛けていただき、今回の入会を決めた。  

いくつかの検討会議に参加させていただき、皆さんの活発な議論を目にした。一つの企画を進めるのに、半

年から 1年も前から綿密な計画の下に準備し、検討を積み作りあげていく様子を知った。 

 こうして学びながら、区民や他の人に学びの場を創造し提供していく、この塾の意味は大きいと思った。

少し緊張感があるが、皆さんの後をたどりながら、一緒に学んでいきたいと思っている。 

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。 

-5- 



 
ボランティア 
 
 ◎ 講座名：イブニングコンサート 

＆歌声ひろば大人の夜を楽しもう 
  

日 時：3月 23 日 金曜日 午後 6時～8時 30分 

対 象：20歳以上の方 
会 場：学びピア 21 7 階 レストランさくら 
受講料：3,500 円（一律） 
定 員：40名（事前申込先着順） 
演 奏：小木里花（ヴァイオリン：小寺 里枝、ピ
アノ：丸木 美花） 
内 容：春の宵、軽食とお酒を嗜みながら素敵な音
楽を楽しみませんか？ 
第 1 部はイブニングにピッタリの大人のコンサー
ト。 第 2 部はなじみのある曲を皆様で歌いましょ
う。軽食とワンドリンクが付きます。（ワンドリン
ク：グラスビール、グラスワイン赤または白、ソフ

トドリンクはオレンジ・マンゴー・グレープフルー
ツ・コーラ・ウーロン茶、申込時にお申し付けくだ
さい） 

 
◎ 講座名：わがまち足立の魅力を知ろう 

千住まちあるき 
 

日 時：3月 25 日 日曜日 午前 10時～正午 
対 象：16歳以上の方  
集 合：マルイ 10 階（千住区民事務所前）千住地
域を歩きます。 
受講料：610円（一律） 

定 員：20名（事前申込先着順） 
講 師：千住文化普及会メンバー 
内 容：意外と知られていない足立の魅力。今回は
千住のまちあるきを通して、その歴史や文化など千
住の深～い魅力を感じていただきます。ユニークな
発見で千住や足立の「いいね！」がアップすること

間違いなし！  
 
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 

4 月「月例会」のご案内 

開催日変更のお知らせ。 

４月の月例会は 16 日から 10 日に変更となります。 

◎ 開催日：4月 10日（火） 

◎ 時 間：午前 9時～午後 5時 

◎ 集合場所：北千住駅（つくばエクスプレス） 

◎ 内 容：「キッコーマン野田工場見学と 

清水公園お花見の会」 

“しょうゆ”を学び、桜の名所で花見に参加しよう 

別途、計画を作成し、参加者を募集します。 

皆様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(木) 午後 3時～5時  研修室 4 

◎ 運営委員会 

3月 1 日(木) 午後 3時～5時  研修室 4 

◎ 月例会 

3月 14 日(水) 午後 3時半～5時半  研修室 3 

◎ 学習支援部 

3月 7 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 

3月 8 日(木) 午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 広報部 

3月       6 日(火) 午後 2時～4時 メール会議 

3月 23 日(金) 午後 2時～4時 ワークルーム 

3月 26 日(月) 午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 事務局 

3月   2 日(金)午後 2時～4時 ワークルーム 

3月 13 日(火)午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 大学塾講座検討会議 

3月 14 日(水) 午後 2時～3時半 研修室 3 

◎ 大学塾講座企画会議 

3月 1 日(木) 午後 1時半～3時  研修室 4 

◎ 生涯学習センター 休館日 

3月 12 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★ 
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平昌（ピョンチャン）冬季オリンピックに一喜一

憂、テレビにくぎ付けになった 2月でした。日本の

活躍も目立ちました。 
そろそろ春の訪れが待ち遠しい季節となってき

ました。 
桃や桜の便りも伝わって来るなか、皆さん講座の

企画、運営や諸会議に軽やかに出掛けましょう。                                           

（広報部） 
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