
 
 

 
 
  

  
 

  

大政奉還から箱館戦争まで 徳川家臣の戦い 
 

明治 2 年に箱館戦争が終結し、150 年を迎えます。 

大政奉還から箱館戦争までを徳川家臣の戦いを幕臣 

たちの立場になって考える講座です。 

戊辰戦争、鳥羽伏見の戦いから上野戦争、奥羽越 

列藩同盟での東北戦争、北越戦争、そして箱館戦争 

まで新政府軍と戦った徳川家臣の姿を解説します。 

講師 ：あさくら ゆう氏  歴史研究家 ｢歴史企画研究」主宰 

日時 ：6 月 8 日、15 日、22 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 

講義内容：第 1 回 慶応３年の戦い ～幕府最後の抵抗～ 

第 2 回  慶応４年の戦い ～徳川家臣、奥羽政権の夢～ 

              第 3 回 明治２年の戦い ～徳川家臣としての意地、箱館戦争～ 

千住の酒店々主が語る 國酒「日本酒」の魅力 
近年、國酒「日本酒」は海外でも広く好まれるようになり、幅広い味わいや 

バラエティに富む香りのあるお酒として “世界の日本酒”としても認められ 

親しまれています。 

「百薬の長」とも言われている日本酒について、改めてその美味しさや料理と 

の合わせ方などについてより深く学びます。 

 

講師 ：成田一司 氏  成田酒店々主  東京酒小売組合千住支部 副部長 

日時 ：6 月 17 日、24 日  

毎回 月曜日  午後 2 時～4 時 

会場 ：第１回目 足立区生涯学習センター  4 階 講堂 

    第２回目 足立区生涯学習センター  5 階 研修室 1 

講義内容：第 1 回 國酒「日本酒」について 

・國酒「日本酒」とは・日本酒ができるまで 

・ラベルから見る日本酒の内容・日本酒の味わい方 他 

第 2 回  知ることでもっと美味しくなる日本酒の世界 

                      ・料理との合わせ方・様々な日本酒について 他 
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日本経済入門 2019 平成 30 年間を振り返る 
4 月 6 日・13 日・20 日（毎週土曜日）午後 2 時～4 時、応募者 38 名、

受講者 33名、延べ 89名での講座で、講師は元農林水産省課長職で足立区

在住の柴田寛氏でした。 

日本経済の講座は今回 4 回目となり、平成最後の月に、平成 30 年間を振

り返る講座でした。 

第 1 回目 バブル崩壊から「平成 30 年間」を考える。 

バブル崩壊が日本経済や国民生活に与えた影響についての講義でした。 

世界各国で経済成長が続く中、日本だけはバブル崩壊によって 1990 年代

後半から現在までほとんど止まっている。これを「失われた 20年」という。GDP（国民総生産）に至っては

世界各国が大きく成長しているのに日本経済の停滞が際立っている。働く人の収入がバブル崩壊後、大きく

落ち込んで、現在も全く回復していない。平成時代に入り、株バブル、土地バブルが崩壊し、バブル経済の

ツケが積み重なった不良債権が「爆発」。日本経済は回復基調にあるとされるが、「失われた 20 年」は終わ

ってないという見方が強い。 

第 2 回目 世界経済の激変から日本経済を考える。 

ソ連崩壊、中国台頭等の激変が日本経済に与えた影響についての講義でした。 

日本が「失われた 20年」を送る中、世界経済はソ連の崩壊、EUの誕生、中国の経済大国化、東南アジア等

の経済発展など未曽有の激変を遂げた。中国の GDP は 2010 年に日本を抜いて世界第 2位になり、2030 年頃

にはアメリカを抜いて世界第 1位になることが予測される中 

「米中対立」が世界経済の不安要因となっている。課題先進国とされる日本は国内の課題対応だけでなく世

界中の国々との厳しい経済競争を余儀なくされている。 

第 3 回目 アベノミクスの影響を考える。 

デフレ脱却を目指すアベノミクスの日本経済への影響についての講義でした。 

アベノミクスの目標は日本経済の「失われた 20年」に終止符を打ち、「デフレ・マインド」を払拭すること

である。これを達成するための政策手段が「3本の矢」ある。結果、アベノミクスで改善されたこと、株価、

為替レート、貿易協定、訪日旅行者等、残された課題として、景気回復を実感できない収入・支出の低迷な

ど、「令和」という新時代を迎え、課題先進国である日本経済が成長を遂げていくためには生産性の向上と

賃金の上昇等でアベノミクスに残された課題を解決することが求められている。 

 受講者の意見は日本経済の 30年、世界経済の 30年を分かり易く要領よくまとめて解説いただき頭の整理

ができました。講義、説明資料とも大変充実して素晴らしい講座でした。 

いつも気になりながらよく分からない日本経済のインフラを学びたかった、全体的、網羅的、立体的、時

系列的な説明でした。得難い経験でとても喜んでいます。是非継続して欲しい、次回も楽しみにしています。

など好評価をいただきました。                                                      （石田佳久） 

 

大大淵淵澄澄夫夫ススケケッッチチ講講座座  足足立立再再発発見見  西西新新井井大大師師  

4 月 11 日・18日・25日の 3日間にわたり開催しました。講師は建築イラストレータの大淵澄夫氏。 

応募者数は 16名。受講者数は 15名でした。 

今回は第 2回目、3回目に「西新井大師」に出向き境内で

のスケッチ講座でした。 

第１回目は生涯学習センターにて座学。「西新井大師」に

ついての概要の紹介、スケッチにあたっての基本やスケッ

チの用具について講師から指導を受けました。また、今回

の座学はメディアのJ：COMより講座状況紹介の取材を受け、

翌12日のニュース番組で放映されるというトピックがあり

ました。（次ページへ続く） 
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（前頁より続き） 

第 2 回目はスケッチの実践。晴天の下、境内の４か所のポイントに分散、講師から一人一人に丁寧な指導

をしていただきました。 

第 3 回目は 2 回目の続き、心配された天気も晴れ、彩色を中心に作業。「西新井大師」名物の牡丹，藤の

花も見ごろとなっていました。提供して頂いた西新井区民事務所の会議室に早めに戻り、受講者皆さんの秀

作が披露され、講師からの寸評が行われました。 

今回、本講座に初めて参加された受講者は 9名。参加された皆さんから、次回も参加したいとの声をいた

だき、有意義な講座でした。                             （小林徹） 

 

 

 

 

 

 

 

 
特別展「国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅」 

－展覧会を愉しむために－ 
 
 4 月 14 日（日）午後 2 時～3 時 45 分、生涯学習センター講堂において、

NHK 文化講演会、特別展「国宝 東寺 空海と仏像曼荼羅」が開催された。 

講師は東京国立博物館研究員で、文化財活用センター企画担当研究員の西

木政統氏。（特別展は 3 月 26 日から 6月 2 日まで東京国立博物館で開催中）

受講者は 199 名。応募者は 200 名で打ち切りという人気の催しで、キャンセ

ル待ちも多数に上った。運営ボランティアは 10名。 

東寺は、平安遷都に伴って、王城鎮護の官寺として建立された。唐で新しい仏教である密教を学んで帰国

した空海は、823 年に嵯峨天皇より東寺を賜り、真言密教の根本道場とした。空海が作り上げた曼荼羅の世

界を体感できる 21 体の立体曼荼羅のうち、史上最多となる国宝 11 体・重文 4 体の合計 15 体が出品される

ほか、彫刻・絵画・書籍・工芸などの密教美術の最高峰が一堂に展示されているという。 

講演の内容は、空海の年譜・真言七祖像・金銅密教法具・密教とは何か・曼荼羅とは何か等が解説された。

曼荼羅は密教の経典にもとづき、主尊を中心に諸仏諸尊の集会（しゅう

え）する楼閣を模式的に示した図像である。最初は床や地面に置く敷曼

荼羅から始まり、仏の世界を上から俯瞰したものを描いたものであるが、

東寺の講堂には 21 体の仏像で立体曼荼羅が表現されている。後半は曼

荼羅の説明が中心でなかなか難しい内容であったが、受講者には無料観

覧券が配布されたので、ぜひ東京国立博物館に足を運んで再現された東

寺の講堂の雰囲気を感じ取って頂きたいと思います。 

（糸井史郎） 

生涯学習センターNHK 文化講演会開催報告 
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4月 月例会報告 （ 4 月 15 日）  

～ジェロントロジーを生かした地域づくり～ 
「人生 100 年時代の学び方・働き方」 

講師：﨑山みゆき氏（楽学の会顧問・日本産業ジェロントロジー
協会代表理事） 

4 月 15 日（月）の月例会は、当会顧問の﨑山みゆき氏による講演
会を行いました。 
テーマは「人生 100 年時代の学び方・働き方」で、要点をまとめら
れた資料とパワーポイントでお話を伺いました。以下が主な要点で
す。 
・我が国における高齢社会の特徴とは？ 

課題（1）生産年齢人口の激減・・・2010 年から 2030 年で 1,300 
万人の減少 

課題（2）社会保障費の増大・・・負担は働き盛りに依存 
課題（3）年金受給年齢の引き上げ・・・職場に残ることを望む高齢社員 
経済上の理由から「働けるうちはいつまでも働きたい」という高齢者が多い。 

・ジェロントロジー入門・・・老年学、加齢学と訳される。 
  人間の「老化」について、教育、就労、健康、経済など様々な分野か

ら研究する学問。 
  従来の加齢は「喪失」の時期ととらえられていた。（獲得から突然、

加齢による喪失） 
  生涯に亘り、獲得と喪失があると考えられるようになった。（獲得と

喪失の比率の変化） 
  高齢になっても「適応」能力が重要である。 
  「産業ジェロントロジー」の活用例・・・加齢によって衰える能力、

衰えない能力を使い分けて仕事を任せる。（知識と経験を組合せて何かをやる➩衰えない） 
  流動性知能・・・新しいものを学習する、覚える、60歳以降は急速に低下する 
  結晶性知能・・・一般的知識や判断力、理解力、過去に習得した知識や経験がもと。 
          70 歳以降は緩やかに低下するが、レベルは 20歳代に近い能力維持 
  双方がオーバーラップした知能・・・推理力、判断力、発想力、記憶力、計算能力 等 
・日本が抱える高齢社会の問題 
  高齢者のことが分かっていない➩核家族化、地域崩壊による理解不足 
                ➩学校教育に「老い」を学ぶ科目がない、勉強不足 
  逆もある。「若者には任せられん！」「年寄りが頑張らないと」➩科学的根拠なし 
・「人生 100 年時代」の学び方・働き方（誰もが迎えるシニア時代にスポットを当てて）PPK＝ぴんぴんころ

りは甘くない？健康寿命と平均寿命の差（男性 9歳、女性 12歳）。人生 100 年時代！楽しく健康に生き
つづける秘訣は「きょういく」＆「きょうよう」＋ ジェロントロジー（老年学・加齢学）。 

 シニア世代の生きがい就労のイメージ。生きがい就労➩◎働きたいときに無理なく楽しく働く＋ ◎地
域の課題解決に貢献 

・これから私ができること～無理なく・楽しく・地域のためにできること～高齢社会こそ、世代間の支えあ
いが必要 

最後に参加者が 3 班に分れ、「楽学の会が 100 年つづく会にするためどうしたらよいかというテーマで実
現可能なアイディアを出す話合いを行い終了しました。（参加 20名） 
終了後、懇親会にも参加いただき、また、話を伺う機会をお願いし、お開きとしました。 
                              （ボランティア活動推進部 篠原英也） 

「社会教育」2019 年 4 月号 記事紹介 

◆特別企画：「社会教育の未来をハートで語る」Part2」 

～参加者みんなで考える「社会教育・生涯学習の力」 

上記記事は当会活動に参考となります。是非一読してください。 

｢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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4月 運営委員会報告（4 月 1 日） 

１． 代表挨拶：報告および提案  

（１）あだち区民大学塾は 区民ニーズを反映した講座を企画・提供してきており、 

30年度は16講座を提供しました。これも会員の皆様のご尽力の結果であり御礼申し上げます。 

 足立区関連講座を多数開催し、6年ぶりに生涯学習ボランテイア養成講座を開催しました。 

今後も会員のネットワークを活かして新規分野の講座を開拓していきましょう。 

   現在31年度講座を企画中ですが、足立区関連講座を提供し、区民の皆様にあだちの魅了を知って頂く

様にしていきたいと思います。また今年度も「学びを創るボランテイア研修講座」を開催企画中です。

楽学の会の会員を獲得できるようにしていきたいと思います。 

（２）生涯学習センターよりの受託事業 

30年度は「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、「超高齢社会とフレイ

ル」講座の２講座を提供し多数の受講者がありこの分野への関心の高さを感じました。 

今年度も心と体の健康講座のシリーズ講座を企画、提供していきたいと思います。 

（３）生涯学習関連NPO、団体と連携、交流の充実 

   30年度は十分活動できませんでしたが、今後も他団体との交流を深めていき我々のスキルアップに繋

げていきたいと考えます。 

（４）30年度事業報告と令和元年度事業計画を本日報告頂きます。 

   令和元年度の重点施策は 

 ①あだち区民大学塾での足立区関連講座の開催  

②生涯学習ボランテイア養成講座の開催  

③センター受託講座 心と体の健康講座の企画・提供です 

 ＊会員の皆様のご協力をお願いします。 

２． 議  事 

（１）情報交換 

・ＮＰＯ活動支援センター団体登録の申請 登録済  

   ・パートナーシップ 25号回覧 

（２）月例会開催について 

   ・4月月例会 4月 15 日（月） 「人生 100 年時代の生き方・働き方・学び方」 

講師：日本産業ジェロントロジー協会代表理事 楽学の会顧問  崎山みゆき氏 

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

｢日本経済」     応募者 38名 4/6、13、20   

 ｢スケッチ｣      応募者 16名 4/11、18、25 

 ｢日記に見る中世｣  令和元年度、5月講座募集中 

＊｢菜根譚｣ ｢足立史談会｣の２講座中止、30年度 16講座終了 

（４）受託事業について 

   ・「超高齢社会とフレイル～栄養と運動による予防」 請求書、3/25(月)センターに提出 

（５）30年度事業報告及び 31年度事業計画について 

    資料に基づき、3部長及び代表より説明 

（６）各部局・PTからの報告および提案（省略） 

 

         平成 30 年度あだち区民大学塾     

「講座実施報告書」完成 

平成 30 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。報告書の作成に当たり、大変多くの会員に 
参加していただき、立派な報告書が出来上がりました。 
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ボランティア  

◎ 講座名：初夏の花を楽しむ  
初心者のための寄せ植え講座 

日 時：6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：2,400 円（一般、教材費込み） 

    2,160 円（70 歳以上の方、障がい者手帳を

お持ちの方、教材費込み） 

定 員：30名（事前申込先着順） 

講 師：栗本 恵美子氏（ガーデナー）  
内 容：初夏から初秋にかけて楽しめる花を中心に

寄せ植えを楽しみましょう！ 

初心者の方も楽しく作品を作ることが出来ます。 

育て方や手入れの仕方もお教えしますよ。 

 

◎講座名：東京未来大学公開講座 

            「西洋と日本の城 比較と検証」 

日 時：6月 21 日（金）午後 7時～8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 4 

受講料：1,000 円（一律） 

定 員：30名（事前申込先着順） 

講 師：西野博道氏（東京未来大学 非常勤講師）  

内 容：「カステラ」「ハンバーグ」「シャトーワ

イン」…みんなもともと城郭用語です！ 

ヨーロッパの城と日本の城の共通点と違い、その影

響関係について、豊富な画像を使いながら、古代・

中世・近代と時代を追ってご紹介します。 

従来、日本の歴史学者、研究者が指摘してこなかっ

た、両者における影響関係についても解説します。 

 

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 

5月   1 日(水) 午後 3時〜5時    研修室 4 

◎ 総会・月例会  

5 月 16 日(木) 午後 3時半〜5時   研修室 4 

◎ 学習支援部 

5月  9 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 

5月  8 日(水) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 広部部 

5月       7 日(火) メール会議 

5月 23 日(木) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

5月 27 日(月) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 事務局 

5月      8 日(木) 午後 2時～4時 ワークルーム 

5 月   14 日(火) 午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 大学塾講座検討会議  

5 月   16 日(木) 午後 2時〜3時半  研修室 4 

◎ 大学塾講座企画会議 

5月    1 日(水) 午後 1時半〜3時   研修室 4 

◎ 生涯学習センター 休館日 

5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 

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 

 

 

今年も、見頃を迎えた西新井大師の第 2牡丹園。 

大師の東門前に有り遊歩道も整備され見応え充分。 

また、樹齢 700 年とも言われ鐘釣堂を借景に艶やかに

美しく垂れ下がった藤の花房。藤棚からは甘い香りと

風に舞う花びらの風情も絶景。「大淵澄夫スケッチ講

座」の現地学習でこの地を訪れた受講者からも感動の

声と満足の微笑みが見られました。 

 
(牡丹園から光明殿を望む)    (藤棚の前池と鐘釣堂) 

 

                      （広報部） 

 

編集後記 

 

6 月「月例会」のご案内 

６月の月例会は次の通りです。 

◎日時：6月 14 日（金） 午後 3 時 30 分～5時 

◎場所：生涯学習センター 5 階 研修室４ 

◎テーマ：足立区の生涯学習に関する 

令和元年度施策 

◎講師：足立区地域文化課長 濵田 良光 氏 

◎テーマ：足立区生涯学習センター  

令和元年度重点事業 

◎講師：生涯学習センター所長 平野 昌暁 氏 

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） 
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