
今月は地域文化課長・濵田良光氏と生涯学習センター副所長・鳥塚春樹氏をお迎えし、足立区の重点

課題に対する取り組み、生涯学習センターの重点事業についてお話を伺いしました。

１．足立区の生涯学習に関する令和元年度施策・・・足立区地域文化課長 濵田良光氏

・「より強く、築こう。人生 100 年時代の礎」足立区の 4 つのボトルネック的課題の取組状況

① 治安＝ビューティフル・ウィンドウズ運動 ～「協創」と「協働」で築く安全安心～

＜地域防犯力の強化＞防犯対策、特殊詐欺対策

＜美しいまちづくり＞美化推進、生活環境保全対策、空き家利活用促進

② 学力＝子ども教育の課題、確かな学力の定着に向けて、ICT 教育の推進、英語力の向上

③ 健康＝人生 100 年時代を生きる いつも健康に いつまでも健康に、健康寿命の延伸

高齢者インフルエンザの予防対策、風しんの蔓延防止対策、40 歳前の健康づくり

④ 貧困＝子どもの貧困対策、子どものむし歯予防対策、発達障がい児支援、ひとり親家庭支援

・協働から協創へ ☆協働とは行政からの呼び掛けが主体の活動

☆協創とは区民の団体が主体となり推進する活動

「楽学の会」の活動は協創の理念をもってやっている。今の講座を

どう発展させるか、若い人達がこの学びの場をどう作ってゆくか、

自主的活動をどう作れるか、行政の働きかけ、地域の方々が学びの

場をどうしてゆくかが課題である。時々に求められるテーマ、それ

と共に世代を超えて魅力を発信してゆくことが大きな課題である。

・生涯学習について、人生 100 年時代を向える中で、一人一人が幸せ

な人生をどう歩むのか、人口減少や高齢化、地域経済の縮小や人間

の希薄化など様々な課題が急速に変化する中で、どのような社会を

創造していくのか、社会教育はどのような形で寄与することができるのか？

生涯学習として、学ぶことの喜び、生涯を通じて楽しく学ぶことに「楽学の会」の力を借りたい、

テクニックとして協創という考え方を取り入れ、時代が求める新しい学びの機会、学びの場を創って

欲しい。足立区が取組む次のテーマは 3 分野（文化、読書、スポ－ツ）を本気になってやっていきた

い。

２．足立区生涯学習センター令和元年度重点事業・・・生涯学習センター 副所長 鳥塚春樹氏

・今年度から新たに 5 年間、生涯学習センターの指定管理を任命された。

この 5 年間の目標として区民、団体、企業、大学などの教育機関と

共に地域づくりのプラットホームづくりの基礎をつくることである。

・センターが開催している講座の中でアンケートを取っており、平成

30 年のアンケート項目として①人生 100 年時代について②人工知能

AI、IoT、フィンテックなどの科学技術について③学び直しについて

⑤ 立の協創について、それぞれ関心の度合い等の報告がありました。

回答内容は「楽学の会」の活動にも参考にさせて頂きたいと思います。

３．足立区地域文化課 係長 関口勝一氏のご挨拶

学習施設を利用しているボランティアやサークルなどは同じ人達が利用しているように見える。

活性化のため家族や身近な人達に情報提供し、関心をもってもらい、活動の輪を広げて欲しい。

４．足立区地域文化課 三ヶ島誠次男氏のご挨拶

人生 100 年時代、超高齢化社会に生涯学習としてどのようなテーマで、どんなアプローチをしていけば

良いのか、お互いに考えていきたい。

終了後は月例会に参加いただきました“得る”Café事務局サイト管理人いとう啓子 様と濵田課長に

ご参加いただき懇親会を開催しました。 （ボランティア活動推進部 篠原英也）
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学びを創るボランティアのための研修講座
～ボランティア活動で創る“学び・仲間・自分“～

人生 100 年時代、学び直しのための生涯学習の必要性が高まってきています。

本講座では、高齢社会に対応する区民のニーズを形にすることを目的に、生きがいや、やりがいを

活かしたいと考える区民に、学びを創る学習支援ボランティアのための研修講座として実施します。

講座では、区民が学びたいことを「講座（学び）」として提供する団体の役割や活動への理解を深め、

実際の活動へつなげることを目的とします。

会場 ：梅田地域学習センター（エル・ソフィア内） 第 2 学習室

（足立区梅田 7－33－1）

開催時間：毎回 午後 2 時～4 時

開催日・講義内容および講師 （下表参照）

睡眠時無呼吸症候群の診断と治療
睡眠には、さまざまな病気を防ぐ役割があることが近年わかってきました。この病気は、高血圧

症、狭心症、心筋梗塞、脳卒中といった心臓血管病との関連が明らかにされ、昼間の眠気などの症

状も引き起こします。より質の高い睡眠を手に入れるために.

第１回は、最高の睡眠を入手する方法、

第 2 回は、睡眠障害の代表である、睡眠時無呼吸症候群を取り上げます。メディ

アでの出演や講演会等でご活躍の先生が最新の情報をお伝えします。

会場 ：足立区生涯学習センター 5 階 研修室 1・4

開催時間：毎回 水曜日 午後 2 時～4 時

開催日・講義内容および講師 （下表参照）

月 日 講義内容 講 師

１ 8 月 3 日（土）
生涯学習ボランティアとは何か

地域における生涯学習ボランティア活動の役割

平沢 茂氏

文教大学 名誉教授

２ 8 月 10 日（土）
学習支援ボランティア実践講座

参加型学習を学ぶ、地域での活かし方

齊藤 ゆか氏

神奈川大学

人間科学部 教授

３ 8 月 31 日(土)
学びを創る「力」と学習支援ボランティアの「志」

ボランティア活動事例「楽学の会」の活動

髙井 正氏

立教大学 学校・社会

教育講座特任准教授

月 日 講義内容 講 師

8 月 21 日
より良い睡眠が病気を防ぐ

～最高の睡眠～

理事長 遠藤 誠 氏
医療法人 慈穏

えんどう耳鼻咽喉科クリニッ

ク

日本耳鼻咽喉科学会専門医

日本睡眠学会専門医・学校医

9 月 4 日
睡眠時無呼吸症候群とは

～その診断と治療～

令和元年度 第 2ステージ大学塾開催案内
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大政奉還から箱館戦争まで ～徳川家臣の戦い～
6 月 8 日・15 日・22 日（土）の 3 日間の講座でした。受講申込者 51 名、受講

者 40 名、延べ受講者 102 名でした。初日は出席率 100％。

2 回目と 3 回目は雨となり、出席率は減少しましたが多くの受講者を集めた講

座となりました。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。

① １回目･･･慶応三年の戦い ～幕府最後の抵抗～

② ２回目･･･慶応四年の戦い ～徳川家臣、奥羽政権の夢～

③ ３回目･･･明治二年の戦い ～徳川家臣としての意地、箱館戦争～

明治二年（1869 年）5 月 18 日に戊辰戦争の最後として箱館戦争が終結し、150年を迎えました。

大政奉還から箱館戦争までに数々の戦争を戦った徳川家臣の姿を解説いただきました。

新政府軍からではなく、江戸城を無血開城した後の徳川家臣の戦いぶりを幕臣側から見た歴史講座で

あり、面白かった。榎本武揚を中心に数々の戦いに敗走（時には勝利もあったが）しながら途中で土方

歳三などとも合流し蝦夷に向かい、戊辰戦争の最後となる五稜郭での箱館戦争で終結となりました。

その後、徳川家は静岡に移住し、静岡藩となるが、明治 2 年版籍奉

還となり、家臣は帰農したり拒否したりしてバラバラとなってしまっ

た。毎回豊富な資料を準備いただき、慶応 3年から明治 2 年までの動

向を細かく年表にまとめられ、講義では映像を中心に史実を詳細な資

料を基に説明いただきました。

幕末の戦いでは鉄砲が最大の武器となり、いろいろな銃が使用され

た。今回の講義では 1 回目にゲベール銃、3 回目にミニエー銃を持参

いただき、数人の方が空砲での疑似体験を行った。受講者からも実物

を見る貴重な経験をしたとの意見をいただき好評でした。

＜篠原英也＞

千住の酒店店主が語る國酒「日本酒」の魅力
6 月 17・24 日（火曜日）午後 2 時～4 時に開催された。応募者は 39 名、

受講者は第 1 回 31 名、第 2 回 30 名、延べ 61 名であった。講師は成田酒店々

主の成田一司氏。成田氏は昭和元年創業の成田酒店々主３代目。きき酒師。

日本名門酒会加盟店。東京酒販組合千住支部副支部長で千住地区酒販同士

会「酒千会」代表。

第 1 回は「國酒「日本酒」について」と題し、昭和 30～40 年代と今の千

住の酒屋の現状についての説明を皮切りに、國酒「日本酒」とは、酒の選

び方、日本酒の四季（季節によるお酒の出荷・3 種類の生酒）及び、日本

酒の味わい方として４分類「薫酒」「爽酒」「醇酒」「熟酒」の説明の後にテイスティング、きき酒の方法、

飲用温度と続き、最後に料理と日本酒についてお話されました。

第 2 回は「知ることでもっと美味しくなる日本酒の世界」と題し、アルコールができるまで ①アル

コール発酵（平衡複醗酵）②清酒の製造工程（米と水→麹造り「一麹・二酛・三造り」→酒母→酵母→

醪醗酵「三段仕込み」→上槽（搾り）→火入れ）、お酒の管理、日本酒の流行（新潟酒の流行・吟醸酒の

流行・純米酒の流行・辛口から甘口へ・多様化する日本酒）、色々

な日本酒と続き、最後に成田酒店「日本酒」への取り組みについ

てお話されました。店内は 3℃で管理していて零度で管理している

倉庫もある。日本酒は蛍光灯でも変色するので注意した方がよい

などのお話もありました。

参加者のアンケートには「これまで何の知識もなく日本酒を飲

んでいましたが、これからはより一層日本酒を楽しめるような気

がします」などの感想がありました。それにしても受講者からの

質問が大変多い講座でした。やはり食べるとか飲むという基本的

な本能に関わるテーマのためかなと思いながら聞き入りました。

＜佐々木善光＞

-3-

令和元年度 第 1ステージ大学塾開催報告



みみんんななのの広広場場

ククロロアアチチアアででののハハププニニンンググ

6 年程前の 10月中旬、クロアチア・スロベニアの

旅で思わぬハプニングに出遭い、顔が蒼ざめる思い

をしたことがあります。

往きの乗り継ぎ地の荷物検査では、厳しい取り調

べを受けました。私は手持ちのバッグの中身を全部

出させられ、添乗員は、シャツ姿になるまで脱がさ

れました。また友達は腰にあてたミニカイロを不審

に思われ、別室行きになった。あれやこれやで時間

はかかったものの、それでもようやくスベロニアの

リュブリアナへ到着致しました。

6日目、夕食を終え、クロアチアのドブロヴニク郊外にあるツァウタットのホテルに着いた。

部屋に入ると、前面には海が広がっていた。喜びのあまり、私たちはうかつにもバッグを部屋

のテーブルに置きっ放しにしてベランダに飛び出してしまったのです。

“突然”閉めたガラス戸にはロックがかかってしまった。ここは最上階の角部屋で、右側の部

屋とだけしか隣接していないためにどうしたらよいかと、心配になった。隣のベランダとの間

は 50ｃｍくらいある。しかし隣はお留守で、寒さが増し不安の中で、帰るまで待つしかなかった。

時間が長く感じられた。2時間ほど待ち、9 時半頃やっと隣室に灯りがついた。必至に助けを

求めると、初老の男性が出てこられた。部屋のキーを見せ事情を告げると、しばらくして男性

はペットボトルの水を、そして奥さんは 2枚の毛布を、ベランダの手すり越しに差し出してく

れたのです。こうして私たちは何とか隣室に助けを求めることが出来、危機から脱出すること

ができました。この時のメルケルさん似のご婦人とご主人の行動には、嬉しくて涙が出るほどで、

私たちは何度も何度もお礼を言いました。

こんなハプニングに見舞われた旅行であったが、クロアチア最大の

観光名所として多くの人々が訪れる憧れのプリトヴィツェ湖群を散策、

クロアチアの自然と歴史にもふれ無事に帰宅することができました。

もう二度と、ホテルのベランダのガラス戸は閉めない・・・

そんな苦い“思い出”が今も記憶に残っています・・・苦笑。

（小田野 幸子）

「警視庁千住警察署長より感謝状授与」

※ 5 月 15 日、当会会員・金子勝治さんが、昨年 7月に施行された

東京都水上安全条例に基づく初の適用として、足立区管内で発生した

〝船舶事故”の捜査に積極的に協力され事件解決に多大の貢献をされた。

として警視庁千住警察署長より感謝状が授与されました。

(＊事故内容は、1/25 付 朝日新聞、産経新聞、東京新聞に掲載されました)
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6月 運営委員会報告（6 月 3 日）

１．代表挨拶：報告および提案

（1）5月 16 日の令和元年度通常総会へ御出席頂きありがとうございました。

30年度事業報告・活動報告、令和元年度事業計画・予算が承認可決され理事・監事は再任されました。

楽学の会は24年目になり昨年NPO法人設立15周年を迎えましたが、次の20周年にむけ会員の皆様と協

力して進めて参りたいと思います。よろしくお願いいたします。

(2)5月10日、足立区地域文化課へ30 年度「あだち区民大学塾」講座実施報告書を提出、説明しました。

運営方針、分野別講座の実施状況を報告、30 年度は足立区関連講座を多数企画、提供したこと、6年

ぶりに生涯学習ボラ養成講座を開催したこと説明しました。地域学習センターよりも受講があり足立

区での生涯学習ボランテイアへの関心が高まったと報告しました。

地域文化課より講座実施について謝意があり今後の活動に期待するとのコメント頂きました。

あわせて令和元年度の大学塾講座の予定を説明しました。元年度は足立区、郷土博物館、足立史談会、

足立区産業経済部、伝統工芸振興会との共催、協創講座を提供していきます。また学習支援ボランテ

イアのための研修講座を梅田地域学習センターで開催します。

今年度も力を合わせて区民の皆様のニーズに応えられるような講座を開催していきたいと思います。

(3)センター受託事業については5月12日（日）にセンターへ提案し、採用決定しました。

「幸せのメカニズム「幸福学」を知ろう」講座です。9～10月の金曜日 夜間の4回講座です。

講師は慶応大学大学院の岡本特任助教です。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講座については 今後検討していきます。

(4)6月「月例会」は6月7日（金）に足立区地域文化課 濵田課長、生涯学習センター鳥塚副所長より

令和元年度施策につき講演をいただきます。終了後 足立区地域文化課、関口係長、三ヶ島主任にも

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

・ＮＰＯ活動支援センター機関紙「あだちの轍」、各種チラシ

・ＮＰＯフェスティバル 2019 及びＮＰＯフェスタの開催について

(2)月例会開催について

・6月月例会 6月 7日（金） 足立区の生涯学習に関する令和元年度施策（足立区地域文化課長）

足立区生涯学習センター令和元年度重点事業（生涯学習センター鳥塚副所長）

(3)あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座）

｢日記に見る中世｣ 応募者 46(抽選 42)名 受講者 40名 1回 36、2回 33、3回 31

 ｢大政奉還｣    応募者 51(抽選 42)名 6/8、⒖、22 

｢國酒日本酒｣ 応募者 37名 6/17、24

｢遠藤周作｣ 応募者 21名 7/4、11、18、

｢中世古文書｣ 応募者 22名 7/7、14、8/4

(4)受託事業について

・幸せのメカニズム「幸福学」を知ろう。 岡本直子氏、慶應義塾大学大学院特任助教

開催日時 9/6、13、27、10/4 19：00～20：30

(5)勤労福祉サービスセンター事務局長 浅見信昭様(前地域文化課長)よりの事業提案について

配布資料〈打合せメモ〉に基づきボラ部長より説明。

検討の結果、実施に向け前向きに検討・打合せを行う。

(6)各部局・PTからの報告および提案（省略）
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◎ 講座名：ムスリムの文化と生活
多文化共生の社会へ

日 時：8月 4 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：800円（一般） 、560円（70 歳以上の方、

障がい者手帳をお持ちの方）

定 員：40名（事前申込先着順）
講 師：三浦 徹氏

（お茶の水女子大学 理事・副学長）
内 容：イスラーム世界は、中東はもとより、アフ

リカ、中央アジア、南アジア、東南アジア
へと拡大し、現在は欧米を含めて 13 億の

人口をもっています。イスラームには、独
自の教義や生活習慣があるようにみえま
すが、日本との交流や接点を知ることで、
グローバル化時代の多文化共生の道を探
ります。

◎講座名：学びピアコンサート
夏の終わりにボサノバ

日 時：8月 31 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

4 階 講堂
参加料：1,000 円（一律）
定 員：200名（事前申込先着順）
出 演：Betty 大竹（ヴォーカル・ギター）、

鈴木 康恵（フルート）、
恵土 友梨（ピアノ）

内 容：夏の終わり、「イパネマの娘」「マシュケ
ナダ」「黒いオルフェ」などボサノバ
の名曲をお楽しみください。

※招待券でお申込みの方は電話・窓口でその旨お
伝えください。インターネットの場合は備考欄に
ご記入ください。

※コンビニでの支払いはできません。

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

7月 １日(月) 午後 3時〜5時    研修室 4 

◎月例会(暑気払い)

7月 16 日(火) 午後 6時〜8時 さくら(7F) 

◎学習支援部

7 月  9 日(火) 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 5 日(金) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎広部部

7月 5日(金) メール会議

7 月 23 日(金) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

7月 25 日(木) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎事務局

7月 2日(火) 午後 2時～4時 ワークルーム

7 月 16 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 16 日(火) 午後 4時〜5時半  研修室 4 

◎大学塾講座企画会議

7月 1 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 8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

生涯学習センター 講座情報

梅雨時は、ジメジメして降雨や天候の変化で気圧差

や温度差などによる心身の不調や体調不良を起こしや

すくなります。

規則正しい食の摂取と充分な睡眠で不快な梅雨を乗り

切りましょう。 （広報部）

梅雨の体調不良に注意！

楽学の会 8 月「月例会」は休会です。

（ボランティア活動推進部）
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楽学インフォメーション

★会合のお知らせ★


