
平成 30 年が「楽学の会」の NPO 法人設立 15 周年となることを機に、記念事業を行う企画が提案

され、本年 3月に事業を運営する実行委員会が発足しました。以来、記念誌の作成、並びに活動報

告会及び祝賀会を 10 月 20 日に行う計画で事業を遂行してきました。

お陰様で準備も整い多くの方々にもご臨席いただき、記念行事を計画通り成功裡に実施すること

が出来ました。

会員の皆さまには全員参加のもとに計画当初より

運営に関わっていただき、それぞれの役割を担って

いただき無事成功に至りました。

足立区および生涯学習センターとの調整、当会顧問、

あだち区民大学塾講師との折衝、会場の設営準備等、会

員皆さまの協力により成し得ましたことを感謝いたしま

す。人生100年時代、これからも会員の総合力を発揮して

会の発展が出来ると確信いたしました。

（実行委員長 小林 徹）

◆◆ NN PPOO 法法人人 設設立立 1155 周周年年記記念念誌誌 発発行行 ◆◆

楽学の会 NPO 法人設立 15 周年記念行事に合わせて、編集委員会を発足。計７回にも及ぶ編集会

議と校正を重ねた結果、編集委員や会員の皆様の事業運営に掛ける熱意や思いが籠った素晴らしい

記念誌を発刊することが出来ました。

本誌にご寄稿頂きました、足立区長、生涯学習センター、大学塾講師、当会顧問ほか、関係所管

及びご助言頂きました方々には、誌面をお借りして心から御礼を申し上げます。

（編集委員長 金子勝治）
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開催年度・講座報告



篠原・ボラ活推進部長

佐々木・学習支援部長

金子・広報部長

10 月 20 日（土）足立区生涯学習センターにおいて楽学の会 NPO 法人設立

15 周年「報告会」が開催されました。来賓として足立区：地域文化課長 濵田良

光様、係長 関口勝一様、三ヶ島誠次男様、勤労福祉サービスセンター常務理事・

事務局長：浅見信昭様、足立区生涯学習センター：所長 平野昌曉様、副所長 鈴

木静剛様、梅田地域学習センター：所長 杉木貴志様、あだち区民大学塾講師檪

原文夫様、大淵澄夫様、柴田 寛様、当会：顧問﨑山みゆき様、賛助会員：油井

久仁子様、ほかご多忙中ご出席頂きました。

報告会は糸井史郎理事が司会を務め、福田哲郎代表理事の開会挨拶を皮切りに

来賓紹介とご挨拶を頂き、初めに小林徹実行委員長

から「設立 23 年のあゆみと NPO 設立 15 周年のあゆ

み」の報告がありました。引き続き平成 25年度～30

年度の事業内容と活動報告について、佐々木善光学

習支援部長より「あだち区民大学塾事業」の紹介と

その背景・目的、大学塾のしくみ、あだち区民大学

塾講座の進め方の説明の後、平成 25 年度から 30年度

前期・9月までの講座報告が行われ、次に生涯学習セ

ンターから「区民による区民のための生涯学習推進委

託事業」受託事業として開講した講座の数々について

の報告がありました。その後、篠原英也ボランティア

活動推進部長が、生涯学習関連団体等とのネットワー

ク及び交流、楽学の会としてのボランティア活動の実際について豊富な映像を駆

使して報告がありました。金子勝治広報部長からは広報活動として会報誌・楽学ニュースの発行、ホームペ

ージの公開・更新、メールマガジン・メディアによる講座情報等の発信を幅広く行っている旨、ビジュアル

に報告されました。

最後に、江川武男事務局長がご来賓の皆様、及び会員に謝意を述べて挨拶とし閉会としました。閉会の後、

広報部長金子カメランの和やかな指示で全員が笑顔になり記念撮影をして報告会を閉じました。

（佐々木善光）

NPO 法人設立 15 周年記念 報告会 開催報告

福田・代表理事挨拶

小林・実行委員長
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15 周年報告会終了後、「レストランさくら」にて祝賀

会が開催された。まず福田代表が挨拶をされた直後、

打ち上げ花火のような雷鳴と大粒の雨で祝賀会が幕開

きとなった。

その後、足立区地域文化課長・濵田良光氏と足立区

生涯学習センター所長・平野昌暁氏にご挨拶を頂いた。

濵田課長からは「足立区は読書・文化・スポーツの 3

つを推進しているが、文化の面において、楽学の会の

役割は大きく、本日の報告も大変実り多いものであっ

た。今後さらに活発な活動に期待している。」平野所長からは「約 10 年のお付

き合いの中で、互いに忌憚のない意見交換をさせてもらっている。15 年といわず、20 年・30 年と頑張って

ください。」との激励の御言葉を頂いた。

早坂前代表の音頭で乾杯の後、ご来賓の勤労福祉サービスセンター常務理事の浅見信昭氏・顧問の崎山み

ゆき氏・賛助会員の油井久仁子氏・大学塾講師の櫟原文雄氏・同じく大淵澄夫氏・同じく柴田寛氏等よりご

祝辞を頂いた。浅見氏「足立区の社会教育を担っているのが楽学の会です。人生 100 年を目指して、益々頑

張ってください。」崎山氏「老年ジェロントロジーが専門ですが、年をとるということは成熟するというこ

とで、決してマイナスなイメージなものではありません。シニアの良さを生かして頑張ってください。」油

井氏「23 年前の活動を始めたころを懐かしく思い出した。」櫟原講師「我々（千住文化普及会）も長い間活

動をしていますが、楽学の会は質と量において素晴らしい成果を上げているので、私たちも追いかけてゆき

たい。」大淵氏「千住の風景のスケッチ講座を続けているが、品川・板橋・新宿と四宿を描いてきたがやっ

ぱり千住が一番良い。」柴田氏「足立区在住 20年です。受講者のアンケートで自薦の講師を募集に応募して

講師になりました。」など、数々の温かい励ましのお言葉を頂いた。

結成 23 年・NPO 法人 15 周年ということで、初期から活動された会員も出席され、旧交を温め和やかな祝

賀会となった。

最後に、恒例の江川事務局長の一本締めでお開きとなった。激しい雨も小降りとなり、文字通り「雨

降って地固まる」の祝賀会であった。 （糸井史郎）

NPO 法人設立 15 周年記念 祝賀会 開催報告
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浅見様 崎山様 油井様 大淵様

櫟原様 柴田様 木口様 大藤様



皇皇位位継継承承かからら学学ぶぶ 古古代代歴歴史史入入門門講講座座
中国の史書と日本神話から、いつどのようにして、我が国の古代の歴史が誕生したか、歴史とし

て天皇（大王）家は、どの様な困難を乗り越えて、律令国家としての体裁を整えたのか、古代の

歴史を皇位継承から学びます。

講師 ：大沢正明 氏 奈良まほろばソムリエ検定ソムリエ級

日時 ：12 月 7 日、14 日、21 日 毎回 金曜日 午後 2 時～4 時

会場 ：足立区生涯学習センター 研修室 1

講義内容 ：

第 1 回 神話時代から古代国家へ（神武天皇～雄略天皇）

第 2 回 古代国家から律令国家へ（継体天皇～天武天皇）

第 3 回 藤原京から平城京へ（持統天皇～光仁天皇）

百百花花繚繚乱乱江江戸戸美美人人 ～～｢｢夢夢のの世世界界｣｣ががよよみみががええるる
10 月 10 日・17 日（各水曜日）研修室 1 において講師に

”お江戸ル・ホーリー”こと堀口茉純さんをお迎えし開催した。

受講者は延 84 名でした。

第 1 回目は、吉原はスゴイ～日本文化の魅力の源泉、ここにあり～

第 2 回目は、八百八町美女図鑑～浮世絵・美人画の世界～

と題して江戸の文化・娯楽・芸能

の発祥の地、江戸時代の「吉原の

世界」、花魁から、町の茶屋娘まで

を取り上げ、美人の変遷から化粧法、ファッションの流行までを浮

世絵の江戸人によって描かれた絵画史料により分かりやすく説明、

解説された。

今までは何となく見ていた浮世絵の見方に興味深さが増した。改

めて吉原へ散策したいと思った。

受講生からも講師の話のテンポと話し方の分かりやすさ滑舌の良

さで楽しく聞くことが出来た。美人画の見方に興味深くなった。な

ど好評だった。

（佐久間 實）

冊子紹介：「学びのクリエイターになる！

木口様 大藤様櫟原様 柴田様平成 30 年度 第 3 ステージ大学塾開催案内
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平成 30 年度 第 3 ステージ大学塾開催報告

平城京大極殿

本冊子は「学びのクリエイターになる！実行委員会が

編集、日本青年館「社会教育」編集部が 2018 年 9月

発行されました。当会の活動が紹介されています。



あだちサークルフェア 2018 出展報告

「あだちサークルフェア 2018」が 10 月 6日（土）・7 日（日）の両日、足立区生涯学習センターで開催さ
れました。台風 25 号の影響が心配され、同時開催の「あだち区民まつり A－Festa2018」の 2日目は中止と
なりましたが、サークルフェアは予定通り行われました。
今年は開催 10 周年を迎えることになり、昨年同様「地域の力、地域の魅力を再発見」を合い言葉に、実行
委員長林太一氏、地域のちから推進部長秋生修一郎氏、生涯学習センター所長平野昌暁氏のご挨拶とテープ
カットで開会されました。台風の影響で大変暑い二日間でした。
「楽学の会」は昨年同様４階の講堂ギャラリーで展示発表を行いました。昨年の反省を踏まえ展示内容を

変更し、楽学の会の活動内容、29 年度の大学塾講座の紹介や 6
枚の活動風景の写真などをパネルにし展示しました。今年は会員
の参加者を絞り、各5名、2日間で延べ10名が対応いたしました。
2 日目は区民まつりが中止だったこともあり、来場者は少なかっ
たのではないかと思います。展示パネルの前で積極的に説明して
頂き「楽学の会」をアピールしましたが、残念ながら来場者名簿
への記帳までには至りませんでした。講堂のステージでは多くの
サークルの舞台発表があり、1 年間の活動の成果を発表しており
ました。講堂ギャラリーには当会を含め 9 団体が展示、5 階では
家族、子供向の各種体験コーナーがあり盛況でした。当会の会員
の作品も展示されていました。ご参加頂いた会員の皆様、有難う
ございました。

（ボランティア活動推進部）

あだち NPO フェスティバル 2018 出展報告

10 月 13 日（日）足立区役所本庁舎で開催されました。2011 年から毎年開催され、9回目を迎える今回は、

足立区を拠点として活動する NPO 団体と、このイベントに協力いただいた CSR 推進企業を合わせて、全 86

団体（過去最多）が出展され盛大に開催されました。

2 階のステージでは日頃の活動を発表する団体また 1 階の展

示・体験・販売ブースでは活動内容を展示し、会場は活気にあ

ふれ、好天に恵まれ多くの来場者で賑わいました。

「楽学の会」は先週のサークルフェアで展示したパネルを使用

し、活動内容を PR しました。当日は 5 名の会員に参加いただき

来場者に対応しました。当会のブースには10名程が立ち寄られ、

来場者名簿に 2 名の方に記帳いただきました。多くの NPO 団体

の活動内容を拝見することができ、様々に活発な活動が展開さ

れていることに刺激を受けました。参加者の皆様ご協力ありがとうございました。

（ボランティア活動推進部）

「社会教育」2018 年 10 月号 記事紹介

◆当会会員・林令子さんが〝得る“Café 欄に 

寄稿されています。●猛暑のこの夏・・・・

｢社会教育｣は大学塾事務局のロッカーに保管してあり

ます。
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1 0月 月例会報告（1 0 月 1 6 日）

＜会員による活動事例発表＞

発表者：横堀 千惠子 「楽学の会」に入会して
私は米国カリフォルニアの日本法人で 13 年間働き、7 年前に帰国しました。以前

から仕事を引退したらこれまでに出来なかった趣味を楽しむこととボランティアに
時間を使おうと決めていました。「傾聴ボランティア」の講習会を受講し、充実し
た時間を過ごし多くのことを学びました。多くの方に「傾聴」について学んで頂き
たいと思います。ちょっとした言葉遣いが人の気持ちを良くも悪くもするという感
覚を多くの人が共有していれば世の中がもっと明るくなると思います。入会のいき
さつですが、「あだち区民大学塾」の講座は時々受講していましたので岡田さんか
ら声を掛けられ入会しました。会員になって 1 年経ちましたがまだまだ分からない
事が多く戸惑っています。会に望む事として、もう少し会員同士の話し合いなどが
できる時間が取れればと思いました。この 1 年間で色々な経験をさせて戴きました

ことに感謝を申し上げます。色々な講座に参加させていただき多くのことを学ぶ事ができ、楽しい時間を共
有させていただきました。春と秋の見学も素晴らしい所に連れていって頂き正に学びと楽しさをその都度堪
能させていただきました。現在、関わっているボランティアは「傾聴ボランティア」で老人介護施設を 2
か所、地域支援センターのボランティアで活動しています。これからも体調を考慮しながら、趣味とボラン
ティアとのバランスを取りながら活動に参加したいと思っています。

発表者：小田野 幸子 「楽学の会」に入会して
昨年の足立の仏師の講座の折に、江川さんと市川さんから声をかけて頂き、入会

しました。
当会の生き生きと目的を一つに活動する様子や、昨年の講座実施報告書や毎月の楽
学ニュースを拝見し、素晴らしいと思っていました。また興梠先生のボランティア
養成講座から、その動機が自分のためであったとしても結果的に誰かの役に立って
いるとの話があり、私も学びながら何か役に立つ仕事をと、探していた矢先のこの
会との出会いを嬉しく思いました。先生のお話の中でジョン・スタインベッグの「少
年は必要とされて大人になる」「視野はグローバルに、活動は地域で」との言葉に
も大変感銘を受けました。自分自身も学びながら新たな講座を立ち上げていくそし

てこれを区民や社会に返していくという、この「楽学の会」の存在の大きさや意義も少しずつ分かってきま
した。力不足ですが私も後をついていきたいと思っております。私は 40年程小学校の養護教諭として勤め
ていく中で、体の痛みや症状を訴える子どもの中に、不安や緊張等の心の問題を抱えている子どもが多々い
ることに気付きました。まさに「病は気から」の症状でした。これをきっかけに教育相談やカウンセリング
の勉強を重ね、課題を校内で共有し、専門機関と連携を取りながら対処対応を進めてきました。これらの経
験は、当会では直接結びつきませんが、今後、何かの形で役に立つことができればと思っております。

発表者：岡田 スミ子 私の地域ボランティア活動
職場を離れた後の生き方を模索している時、生涯学習ボランティア養成講座を受

け、当会に入会しました。 NPO 法人となり「学ぶ人々の支援と自らも学びを高め
る」ボランティアとして「あだち区民大学塾」が発足してから意欲的に活動に参加
するようになりました。「あなたの心を伝える文章力」を始め「日本茶入門」「自分
史入門」「コミュニケーション力」など講座企画に挑戦しました。当会で学んだ知
識を地域で生かそうと 6年前に「ふれあいサロンむつみ会」を立ち上げました。月
一回、近くの住区センターで活動が始まり、近隣の介護施設で「傾聴ボランティア」
や「カフェ交流会」を年に数回行っています。近くには社会福祉法人の障害者施設
があり、健常者と障害者が共に支え合える地域社会を目指しています。施設に交流
の話を持ち込み、昨年 12 月には合同でクリスマス会を実施しました。大変賑やか

で笑顔があふれるイベントになりました。その後も交流を重ねており、屋上園芸ガーデンで職員と共に利用
者と手を取り合って花の種蒔きや草取りなどの活動も行っています。足立区では子供の貧困が問題になって
おります、次世代を生き抜く子供たちを応援する活動に力を入れたいと思っています。その一環として集中
力を高める将棋と英会話を始めようと各方面に協力を依頼し、まず 8 月に子供児童館で行い予想以上の賑わ
いでした。英会話と将棋は小学校の「放課後子ども教室」で 11 月から開始することになりました。現在案
内チラシを見て改めて意気込んでいます。ウルマン「青春」の詩にあるように歳を重ねただけでは人は老い
ない。理想を失うときに初めて老いはくる。顔のしわが増えても希望を持って進んで行きたいと願っていま
す。
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10月 運営委員会報告（10 月 1 日）

1． 代表挨拶：報告および提案

・10 月となりました。楽学の会の活動の 30 年度前期が終了しました。

・前期を振り返りますと、まずあだち区民大学塾は、前期は10講座、30回の講座で、受講314名、延べ受講

者819名となりました。予定の2講座が中止となりましたが、充実した講座を提供できました。これも会員

の

皆様の講座企画の充実と講座広報の成果がでていると思います。感謝申し上げます。

なお大学塾累計延べ受講者数は20,385名となり2万人を超えました。平成16年より15年で累計220講座開催

し区民に定着してきております。今後も充実していきましょう。

・前期は足立区関連講座を多数開催しました。

① 郷土博物館展示会との連携講座「没後160年歌川広重と足立」は菩提寺での法要・墓参と伊興の寺町

散策を足立史談会の御協力を頂き開催し、延べ127名が受講されました。

② 足立の環境講座「川ゴミから海洋汚染問題を知る」講座は足立区環境部より足立区のゴミ処理の現状

を講義頂き、現地学習は国土交通省荒川下流河川事務所の案内で荒川を船で観察しました。

③ 千住のタカラ湯店主が語る「銭湯の変遷」講座は銭湯の歴史の解説と銭湯での現地学習（体験入浴）

もありNHKの取材もあり受講者からは好評でした。足立区の銭湯展示会と連動の講座となりました。

④ 生涯学習ボランテイア養成講座は6年ぶりに開催しました。足立区地域文化課濵田課長に足立区の生

涯学習施策も講演頂き、地域学習センターよりも多数受講頂きました。今後の足立区での生涯学習ボ

ランテイアの増員に貢献していきたいと思います。

・引き続き30年後期の講座は6講座予定していますので、講座準備、広報PR等、皆様のご協力お願いいたし

ます。区民の皆様へよい講座を提供していきましょう。

・また31年度大学塾の講座検討を開始していますが、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。

・NPO法人設立15周年記念事業は10月20日（土）16時より 報告会・祝賀会を開催いたします。現在15周年

記念誌を作成中です。編集委員の皆様のご協力で現在最終調整をして頂いております、当日までに完成し

皆様に配布したいと思います。報告会、祝賀会の運営は会員全員で進めていきますのでご協力をお願い致

します。

・つぎに生涯学習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「病は気から」

の脳科学講座を10/3から4回講座を提供します。現在定員30名に対し受講申込者35名と盛況で夜間講座で

すが皆様のご協力をお願いします。

・今月はNPO設立15周年記念 報告会、祝賀会を開催しますので準備、運営への会員の皆様の御協力をお願

いします。

２． 議 事

（１）情報交換

・足立区の子ども・若者支援に関するアンケート →筑波大学大学院

・府中市生涯学習センター ご案内

・さやま生涯学習をすすめる市民の会 ご案内

（２）月例会開催について

・9 月月例会 9/20（木）視察船「新東京丸」での視察報告

・10 月月例会 10/16（火）3 時半～ 「会員による活動事例発表」

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座）

・｢海洋汚染｣ 応募者 16 名、受講者 16 名

｢歌川広重｣ 応募者 57(76)名 受講者 46名

「百花繚乱」 10/10、17 応募者 50名

（４）受託事業について

・「病は気から」の脳科学 応募者 35 名 10/3、12、19、26 19 時～20 時 30 分

・新規講座、企画中（10 月にセンターへプレゼン予定）

（５）NPO設立15周年記念事業について

実行委員長小林、福田代表より報告： 資料に基づき説明

提案：15周年記念品について National Pen 100本 手配

（６）30年度上半期活動報告 各部長より報告及び代表より全体についての報告

（７）各部局・PT からの報告および提案（省略）
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ナマガくん

◎ 講座名：日本の復習
江戸組子細工 建具職人最高の技と美

日 時：12 月 2 日（日）午後 2時～3 時 30 分

対 象：16 歳以上の方

会 場：足立区生涯学習センター 5 階 研修室 1

受講料：500 円（一律）

定 員：60 名（事前申込先着順）

講 師：田中 孝弘氏（江戸細工 建松２代目）

内 容：障子、行灯などの伝統建具に、釘を使わず、

細かな木材の緻密な細工と多種多様な意匠を織り

なす江戸建具職人による組子細工の技と美をご覧

ください。

◎ 講座名：女性スポーツの歴史
オリ・パラの先に目指すもの

日 時：12 月 8 日（土）午後 2時～3 時 30 分

対 象：16 歳以上の方

会 場：足立区生涯学習センター 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：野口 亜弥氏（順天堂大学女性スポーツ研

究センター / 研究員 スポーツ健康科学部

助手（スポーツマネジメント学科））

内 容：スポーツ界における女性の活躍は目を見張

るものがあり、2020 年東京オリパラにおいてもそ

の活躍が楽しみです。この講座では女性とスポーツ

の歴史を通して、女性アスリートを取り巻く現状と

課題について学び、女性スポーツについての視野を

ひろげていきます。

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

11 月 1 日(木) 午後 3時〜5 時  研修室 4 

◎ 月例会

11 月 14 日(水) 午後 3時半〜5時半 研修室 

◎ 学習支援部

◎ ボランティア活動推進部

11 月 8 日(木) 午後 2時〜4 時 ワークルーム 

◎ 運営委員会

11 月 1 日(木) 午後 3時〜5 時  研修室 4 

◎ 月例会

11 月 14 日(水) 午後 3時半〜5時半 研修室 

◎ 学習支援部

11 月 8 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

11 月 8 日(木) 午後 2時〜4 時 ワークルーム 

◎ 広報部

11 月 5 日(月) メール会議

11 月 22 日(木) 午後 2時〜4 時 ワークルーム 

11 月 26 日(月) 午後 2時〜4 時 ワークルーム 

◎ 事務局

11 月 2 日(金)午後 2 時～4 時 ニュース発送

11 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

11 月 14 日(水) 午後 2時〜3 時半 研修室 3 

◎ 大学塾講座企画会議

11 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

11 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

http://gakugaku.main.jp/

広報部 神戸 明 電話：03-3606-0058

E-Mail：kambe.akira2@gmail.com

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

12 月「忘年会」のご案内

少々早いですが忘年会のご案内をいたします。

◎ 日 時：12 月 17 日（月）

午後 6時～午後 8時 30 分

◎ 場 所：「日本海」北千住店（予定）

◎ 会 費：3,000 円

皆様でこの一年を振り返り

懇親を深める機会としたいと思います。

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）

今月号では、当会が NPO 法人設立 15 周年を迎

え記念行事を開催しました事をご案内致しまし

た。最近入会された女性陣のパワーがここでも大

いに発揮され、会の将来にも期待が寄せられてい

ます。それに併せて発刊された記念誌も会の創設

から 23 年間の歩みを振り返り記憶に残せる素晴

らしい内容となりました。

（広報部）
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編集後 記

≪ ホームページ・メルマガ ≫

ホームページは平成 15年 10 月に公開、メール

マガジンは平成22年10月に配信を開始しました。

それ以来、それぞれ毎月更新、配信しています。

「新鮮、楽しい、役に立つ」をコンセプトにこれ

からも続けて行きます。ご期待ください。


