
講師：木村定雄氏
千葉大学 名誉教授

元千葉大学大学院

医学研究科教授 博士(理学)

専門分野 分子生体制御学

「心と体の健康講座」シリーズ

生命を支えるタンパク質のふしぎと起因する病気
タンパク質とはどういうものか、体の中で

タンパク質は食べ物からどのように取り入れ

て、どのように作られ、どのように働いている

かを学びます。

タンパク質の構造とそのはたらきを通じて

健康がいかにうまく維持されているか、また

タンパク質の量の異常が健康を保つしくみを

破壊し病気を引き起こすかを解説します。

第１回目

1１月 29 日（金）午後７時～８時３０分
「タンパク質はどんなもの？」

第 2 回目

12 月 6 日（金）午後７時～８時３０分

「体を制御するしくみ」

第 3 回目

12 月 13 日（金）午後７時～８時３０分

「タンパク質が起こす体の病気１

～免疫・アレルギー～」

第 4 回目

12 月 20 日（金）午後７時～８時３０分

「タンパク質が起こす体の病気 2

～がん・目の病気・脳梗塞～」

主 催：足立区生涯学習センター 受託運営：NPO 法人あだち学習支援ボランティア「楽学の会」
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足立区生涯学習センターの講座情報は、コミュニケーション情報誌「ピア・ナビ」、またはホームページ pttp://www.adachi-shogakucenter.net/

タンパク質(ﾐｵｸﾞﾛﾋﾞﾝ)の３Ｄ構造

会 場 ▽ 生涯学習センター５階 研修室 4

対 象 ▽ １６歳以上の方

定 員 ▽ ３０名（申込先順）

受 講 料 ▽ 2,000 円

申 込 ▽ 生涯学習センターへお電話、

インターネット、直接窓口へ

ＴＥＬ．０３-５８１３-３７３０

〒120-0034

足立区千住五丁目 13-5 学びピア21 4 階

インターネット

https://reserve.city.adachi.tokyo.jp/w ebcls/
（申込時にメールアドレス等のご登録が必要です）

★令和元年 生涯学習センター受託講座 開催案内



幸せのメカニズム 「幸福学」を知ろう
9月6・13・27（金）10月4（金）午後7時～8時30分の4回講座で、応募者24

名、受講者27名、延べ77名での講座でした。講師は、慶応義塾大学大学院シ
ステムデザイン・マネジメント研究科特任助教岡本直子氏が務めてください
ました。

現代社会は情報過多で人間関係が複雑化しているため、多くの人がストレ
スを受けやすい状況にあります。近年、幸せについての心理学が進み、幸福
度が高い人ほど心の病気にかかりにくいことが分かってきたことから、「幸
福学」を学ぶことで不安やストレスへの対処を知り、どうすれば幸せになれ
るかを考えることがこの講座の趣旨でした。

4回の講義で毎回共通しているキーワードは、上の表の第 1因子から第 4因子でした。この４因子を基に

毎回周りの３人の人と自己紹介をし合い、講義が始まるという展開でした。

第 1回は、幸福学を知ろう～幸せになるためのメカニズムとは？ 第 2回は、幸福学を実践しよう その

１「毎日の生活に取り入れるハッピーエクササイズ」「ありがとう因子」「なんとかなる因子」第３回は、幸

福学を実践しよう その２「ありのまま因子」 最終回は、幸福学を実践しよう その３「やってみよう因

子」という講義でした。大きくまとめると、やってみよう（自己実現と成長）ありがとう（つながりと感謝）

なんとかなるさ（まえむきと楽観）ありのままに（独立と自分らしさ）の４つがそろった人が幸せ！という

事でした。この４つの中で自分の

よさだと思う一つを伸ばしてい

くとよい。そうするとあとの 3

つは自然についてくるという事

でした。感謝＝“ありがとう”の

気持ちと言葉は贈り物で人間関

係を強め、組織や家族の在り方を

確かなものに築いていくと結ば

れました。実践あるのみ！と肝に銘じました

（佐々木善光）

第１因子

自己実現と成長の因子（やってみよう因子）

色々な研究成果に関連！

夢や目標を叶えた人は幸せ

夢や目標を持っている人は幸せ

努力し成長している人は幸せ

逆に、「やらされ感」で仕事をしている人は不幸！

第２因子

つながりと感謝の因子（ありがとう因子）

色々な研究成果に関連！

色々なことに感謝する人は幸せ

親切で利他的な人は幸せ

多様な友人を持つ人は幸せ

逆に、同僚、上司、部下との関係に信頼、尊敬、

フォローのない職場は不幸！

第３因子

前向きと楽観の因子（なんとかなる因子）

色々な研究成果に関連！

自己受容感が高い人は幸せ

楽観的でポジティブな人は幸せ

細かい事を気にしない人は幸せ

逆に、自分に自信がない人やネガティブに他人の悪口

を言ったりする人は不幸！

第４因子

独立と自分らしさの因子（ありのままに因子）

色々な研究成果に関連！

人の目を気にしすぎない人は幸せ

自分らしさを持っている人は幸せ

自分のペースを守る人は幸せ

逆に、まわりの目を気にしすぎて、自分らしく生

き生きと仕事をできない人は不幸！

令和元年度 センター受託講座 開催報告
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江戸の庶民文化 浮世絵の魅力
江戸の庶民文化である「浮世絵版画」は大量生産ができ、価格は十六文（かけそば一杯

分）で販売され、庶民の娯楽や、江戸みやげとして大流行しました。現在では海外でも

大きな評価を得ています。

この講座で浮世絵とは何か・浮世絵の見方・浮世絵師とその代表作など浮世絵の基本

を学び、浮世絵を大いに楽しんでください。

※この講座は足立区立郷土博物館のご協力により開催します。

回 月 日 講 義 内 容 講 師

1
12／ 1（日）

浮世絵展「初顔見世の役者絵」解説と鑑賞
足立区立郷土博物館学芸員

浮世絵の始まり（師宣・政信） 稲垣 進一 氏

国際浮世絵学会理事

足立区東岳寺にて長年「広重忌・

一日だけの広重展」を開催

内山賞（国際浮世絵学会賞）受賞

元・那珂川町馬頭広重美術館館長

2 12／ 6（金）
錦絵の発明と発展（春信・歌麿・写楽・豊国）

3 12／15（日）
ジャポニスムと新版画（北斎・国芳・広重）

会場： 第 1 回 足立区立郷土博物館

第 2・3 回 足立区生涯学習センター

浮世絵でめぐる江戸名所
10 月 7 日（月）午後 2 時～4 時の 1 回、講演会でした。応募者 68 名、受講

者 56 名で、講師にお江戸ル・ほーりーこと堀口茉純さんをお迎えし、開催し
た。 葛飾北斎や歌川広重の浮世絵を多数使用して、ビジュアル的に江戸時
代の様子を説明された。

紀州和歌山藩の勤番侍・酒井半四郎が、江戸での単身赴任中に書き記した詳
細な日記をベースに江戸名所について江戸時代の地図及び浮世絵江戸名所巡
りの画像により楽しく解説された。
地図上から上野寛永寺、浅草、浅草寺の雷門、吉原、両国橋を巡った。また、

三囲稲荷（墨田区向島にある神社）、向島茶屋・料理屋（向島料亭桜茶屋）、牛
の御前（向島神社）掛け茶屋、白髭神社、木母寺（墨田区にある天台宗の寺院）、
歓喜天、浅草寺、日本橋などの浮世絵、

現代の写真から解説された。
数多くのスライド画像と楽しいトークで一人の江戸武士の日記を

基に浮世絵で江戸名所めぐりという企画はとても興味深かった。
講師の堀口先生の話はとても分かりやすく良かったです。紀州の侍

が江戸で過ごした事、酒井半四郎日記をわかりやすく説明してくれま
した。

浮世絵のすばらしさに感激し、お話もとても楽しく大満足でした。
また企画頂きたい講座です。
など受講生からも好評であった。 （佐久間 實）
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令和元年度 大学塾第 3ステージ開催報告

令和元年度 大学塾第 3ステージ開催案内



人生の指南書「菜根譚』を読み、書き、味わう
10 月 3・10・17 日（木）午後 2 時～4 時に開催されました。応

募者は 45 名、受講者は第 1 回 37 名、第 2 回 29 名、第 3 回 33 名

延べ 99名の講座となりました。講師は全日本家族『論語』の会主

宰 漢文学窓『里仁』の会主宰の須藤明実氏が務められました。

第 1 回は『菜根譚』入門 著者「洪自誠」の生涯から人生の指

針を学ぶと題し、前集の初章１「道徳に棲守する者は、一時に寂

寞たり。権勢に依阿する者は、・・・」の素読から始まりました。

いくつかの条の素読の後、「書を読んで聖賢を見ざれば、鉛槧の傭

と為る」の意味を解説しました。それは、書物を読んでもその内

にある聖賢の精神に触れなければ私たちは文字の奴隷に過ぎない

ということで、今回の講座ではこの言葉の意味を大切にしながら

進めていきますと言われました。肝に銘じました。

第 2回は前集と後集の章句を唱和し、書写しながら理解を深めると題し、まず初めに第 1回に学習したす

べての章句を素読した後、第 2回の章句を素読しました。全員で声を揃えて素読をすると、不思議と心が落

ち着いてきて学習のスイッチが入りました。

「人生まれて群なきことあたわず（筍子）」の解説の後、洪自誠が『菜根』という語を以って書名とした

気持ちについて学びました。菜根を咬み得る人物については、論語の中にも君子の条件の一つとして君子と

いう語に託して孔子の理想的人間像が随所に示されているということでした。初めて学びました。

第 3回は『菜根譚』に学ぶべき人生の姿勢を自ら問うと題し、第 1回と第 2回に学習したすべての章句を

素読した後、第３回の章句を素読しました。第１回の学習内容は 3回素読し、第 2回の学習内容は2回素読

したことになります。全員で声に出して読むと学ぶ意欲が自然

と湧いてくるから不思議でした。

後集の初章１「山林の楽しみを談ずる者は、未だ必ずしも真

に山林の趣を得ず。名利の談を・・・」の解説の後、書写をし

ました。至極に達した者は至極に達したという意識は無いもの

という意味で、人間って本当に難しい生き物だと思いました。

“人生の方向性を学べて反省ばかり。残された人生を頑張り

ます”と、ある受講者はアンケートに記しました。人生の指南

書は尊くも厳しい！！と思いました。

（佐々木善光）

「あだちＮＰＯフェスティバル2019」出展報告
10 月 19 日（土）11：00～16：00 足立区 NPO 活動支援センターの主催により足立区役所で開催されました。10

回目を迎える今回は事前の企画会議で参加者が検討した「あそぼう！まなぼう！体験・体感あだちライフ」とい

うキャッチフレーズで開催されました。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 団体が参加されました。２階のステージでは日頃の活動の成果を発表する団

体、また１階は体験エリア・体感エリア・キッズエリアに区分され、団

体の活動内容を紹介展示しました。多くの NPO 団体が、身近な存在であ

り、楽しみながら活動されている様子を感じることができました。

「楽学の会」は展示パネルを新しくして、活動内容や直近の「あだち区

民大学塾講座」を紹介し、講座チラシを配布しました。多くの NPO 団体

の活動内容を拝見することができ、様々な団体が活発に活動を展開され

ていることに刺激を受けました。最後にフェスティバル参加者全員の記

念撮影を行い終了しました。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。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）
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令和元年度 大学塾開催報告（続き）



1 0 月 月例会報告 会員親睦と現地学習会（10 月 8 日）

国立印刷局東京工場見学と旧古河庭園散策
10 月 8 日（火）事前に申込みをした 13 名で独立行政法人

国立印刷局東京工場見学と旧古河庭園を散策しました。JR京

浜東北線上中里駅で下車し、10分程歩き印刷局に到着し、手

続き後工場内に案内され、映像室で国立印刷局の業務内容を

紹介いただきました。

国立印刷局は日本銀行券を始め、法令等の政府情報の公的な

伝達手段である官報、旅券（パスポート）郵便切手、証券類

など国民生活に密着した公共性の高い製品を製造している。

お札は印刷局、硬貨は造幣局とのことです。高度な偽造防止

技術の開発や、お札の用紙やインキの製造をはじめ、原図や原版の作製、印刷・仕上げまで一貫して行って

いる。大きく分けるとお札の用紙を造る製紙工程、版面やインキを造る材料工程、お札となる印刷工程から

構成されている。

映像での説明の後、実際にお札を印刷する現場をガラス窓越しに見学しました。当然ですが数量チェック

は厳しく行っていた。日本銀行から紙幣ごとに年間の受注量の指示があり、月単位で納品している。キャッ

シュレス化でお札の生産量は減少傾向にあるとのこと

でした。

国立印刷局を後にし、10分程歩き、旧古河庭園に向か

いました。旧古河庭園は約 100 種 200 株のバラが華やか

に咲き誇る洋風庭園を贅沢に味わうことができました。

秋バラの見ごろで「秋のバラフェスティバル」が開催さ

れていました。大正初期に建てられた重厚な洋館と色と

りどりのバラが咲き競う洋風庭園で色鮮やかなバラの

美しさを堪能しました。

（ボランティア活動推進部）

新入会員 古性 勇さん 自己紹介
足立区で生まれ育ち 20 代から埼玉に暮らして 40年ぶりに変貌した西新井

に帰還してまいりました。平成 27年に足立区の広報で「これまで発達した現
代のロボット」講座を知り受講したのが初めてです。その後メールマガジン
に登録して興味ある講座を受講しています。

朝のラジオ体操の仲間から「楽学の会」へ誘いがありに入会しました。
いろいろなことに興味を持っておりますが、本物を見て聞いて触れることを
信条にしておりますがなかなか困難なので Eテレや WOWOW の視聴にはまって
おります。

そして、太極拳で汗を流し、御詠歌で唸り声を出して稽古に励んでおりま
す。

現在は表千家同門会、草加史談会に会費を納入し、また権利センターあだ
ち生活支援員とあだち区民後見人をしています。
「楽学の会」が特定非営利活動法人として活動しており、この NPO 法人について興味がありこの機会に勉

強をしてみたいと思います。
早々にあだち区民大学塾の仕組みを理解し会員の方々の名前を覚えることをから始めてまいりますので、

御指導よろしくお願いいたします。
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御紹介：

当会、 顧問 髙井正氏 よりご寄稿いただきましたので紹介します。

『生涯学習支援のデザイン』の刊行にあたって

この 10 月 1 日、編者として関わった『生涯学習支援のデザイン』（玉川大学出版

部）が刊行された。本文は編者 2 人と執筆者 2 人の 4 人で執筆し、そして 18 人の

執筆者による多様な事例で構成されている。本書の特色は、何といっても内容豊か

な 18 本の事例であり、企画の当初から、ぜひ「楽学の会」の取り組みを掲載した

いと考えていた。

本書は、「生涯学習支援論」のテキストとして編まれたものである。玉川大学に

は通信教育課程があり、そのためのテキストが不可欠とのことから本書の刊行が企

図された。

このことには、文部科学省の「社会教育主事講習等規定」が改正され、2020 年度

から新しい社会教育主事課程がスタートするという背景がある。新課程では、「生涯学習支援論」と「社会

教育経営論」が必修科目として新設され、選択科目であった「社会教育実習」が必修化されることになった。

新課程修了者には、社会教育主事任用資格に加えて、「社会教育士」という称号が付与される。

2019 年 4月現在、162 校の大学において社会教育主事課程が設置されており、全ての大学で「生涯学習支

援論」が開講されることになる。テキストとして編まれた本は、本書が初めてのものであり、採用してくだ

さる教員が増えることを期待している。

本書はテキストとして使用することを前提としてつくられていることから、各章の終わりには「確認問題」

を掲載し、さらに「より深く学習するための参考文献や資料」も掲載している。しかしながら、市民の学習

支援に関わる社会教育関係職員や NPO 団体等の皆様にも、ぜひ手に取っていただくことも切望している。学

習支援に関する理論的動向を学びつつ、学習支援者自身がすぐれた生涯学習者でありたい、と考える私たち

執筆者の想いを受け止めていただきたいと願っている。

刊行にいたるまでには、やはりそれなりの苦労があった。事例探しから始まり、お書きいただいた原稿に

コメントをつけてお戻ししたことも少なくない。「楽学の会」の取り組みである「高齢社会の学習支援ボラ

ンティアと『あだち区民大学塾』」についてお書きいただいた早坂津夜子さんにも、幾度も加筆修正をお願

いした。また、4人の執筆者の間でも、お互いの原稿について意見交換を重ね、何度も書き換えた。この過

程は、私自身にとっての学びそのものだった。

最後に、書きたいことがある。もう一人の編者である中村先生（本書の編集長、玉川大学教授）から、私

の原稿を始めて読んだ感想として、「職員としてやられてきた実践知が文章になっていて感動した」との言

葉をいただいた。この時、本書に関わって本当に良かったと実感したことが、忘れられない。

自らの体験をふり返り言葉にして書くことは、自らの思考を可視化することなのだろう。

本書が社会教育・生涯学習に関わる方々にとって、少しでも意味あるものとなることができれば幸いであ

る。

元足立区教育員会社会教育主事

「楽学の会」顧問

立教大学学校・社会教育講座 特任准教授

髙井 正

本『生涯学習支援のデザイン』には事例 7として、

高齢社会の学習支援ボランティアと「あだち区民大学塾」（早坂津夜子さん執筆）が掲載されています。

（書籍はワークルームに保管されています）
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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

・前期を振り返りますと、まずあだち区民大学塾は、前期は９講座、２５回の講座で 受講者３０６名、延べ受講者

７２５名となりました。予定の１講座が講師都合で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、大学塾累計は平成16年より16年で累計235講座延べ受講者数は21,668名となり2万人を超えており、区民の皆

様に定着してきております。

・今年度は足立区関連講座を多数企画しています。前期では

①千住の酒店店主が語る國酒「日本酒」の魅力講座は店主により日本酒の製造法、日本酒の種類、味について解説

頂き日本酒の魅力を知り受講者よりの好評でした。

②スケッチ講座は今回は山門が改修され、ボタンが美しい西新井大師で開催しました。後期では足立史談会協創の

千住の賑わい講座、足立の伝統工芸、郷土博物館共催の浮世絵講座を予定しています。

③生涯学習ボランテイア研修講座は昨年に引き続き開催しました。今回は梅田地域学習センターで開催。

受講者は昨年より増加し、地域学習センターよりも多数参加頂きました。

今後の足立区での生涯学習ボランテイアの増員と、当会への新会員の増加を期待します。

・令和元年度後期の講座は8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。また令和２年度大学塾の講座検討を開始していますが 12月までに令

和２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。

・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「幸せのメカニズム「幸福学」

を知ろう」講座は9月より夜間4回講座を開催中で定員30名に対し受講者24名と盛況で年齢層は幅広く現役受講者

も多く参加され、受講者と幸福な生き方について語りあいワークをしています。

次の受託講座は「タンパク質」の講座です、タンパク質はどんなものか、体を制御するしくみを講義頂きます、

11/29（金）より夜間4回講座です。夜間講座が続きますが会員の皆様のご協力をお願いいたします。

・本日 古性さんが新会員として入会されました。活動に参加頂き当会の事業推進にご協力頂きます。

・本日より消費税が10%になります。はがき料金は 62円が 63円へ往復はがきの料金も 124 円が 126 円と 2円値上げと

なります。郵便料未納に注意していきましょう。）

２． 議 事

（１）情報交換

・足立区男女参画プラザからのお知らせ、

・当会顧問 高井正著「生涯学習支援のデザイン」学生用教材として発刊、

事例 7高齢社会の学習支援ボランティア「あだち区民大学塾」（早坂津夜子）

（２）月例会開催について

・10月月例会 10月 8（火） 国立印刷局工場見学＆旧古河庭園散策 12：30 北千住駅集合

・11月 18,19 宿泊研修、 石和温泉(泊) 昇仙峡ウォーキング

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座

「江戸庶民」 応募者 42 名 9/14,21,28 第 1 回目当日の午前中に連絡あり、講師体調不良によ

り急遽中止 →受講者にＴＥＬ連絡、最終 9名が来訪

→その後講師入院となり、講座中止を決定、ハガキにて受講者に連絡

「菜根譚」 応募者 45名 10/3,10,17

「江戸名所」 応募者 68名 10/7 講演会 研 1

（４）受託事業について

・「受託 幸福学」 応募者27名 9/6,13,27,10/4 岡本直子講師(慶応義塾) 19 時～20:30

受講者 24名 第 1回 22 名 第 2回 20 名 第 3回 18 名 第 4回名

（５）令和元年度前期の事業実績報告

配布資料に基づき、各部長より報告。 事務局は 11月運営委員会にて報告する

足立区及びセンターへの報告については、代表より説明。

（６）各部局・PTからの報告および提案（省略）
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◎ 講座名：日本の復習「神楽」
豊かな美の表現を鑑賞

日 時：12月 1 日（日）午後 1 時～2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

受講料：1,000 円（一律）

定 員：150名（事前申込先着順）

講 師： 山本 頼信氏（穴澤天神社 山本頼信社中）

内 容：～伝統「神楽」から日本の美を学ぶ～

江戸の里神楽「天之磐扉(あまのいわと)」を披露。

講師の山本氏による神楽の解説、面や装束の実物展

示もありますので、作品の魅力をより深く感じるこ

とができます。祭祀の歴史について学びながら、日

本の表現の「豊かさ」と「美」を感じてみませんか。

◎講座名：Dr.シラサワ講演会
いつまでも若々しく生きるために

日 時：12月 8 日（日）午後 1 時～2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

受講料：無料

定 員：198名（事前申込先着順）

講 師：白澤 卓二氏（お茶の水健康長寿クリニッ

ク院長・医学博士）

内 容：実際の年齢以上に若々しく見える！その健

康長寿をもたらすものは、一体何なのでしょうか？

細胞の老化スピードと身体の若々しさの関係や、ア

ルツハイマーに関する驚きの情報など、最新の研究

にもとづいた健康長寿の秘訣を

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

11 月 1 日(金) 午後 3時〜5時  研修室 4 

◎ 月例会

11月 18（月)・19 日(火) 一泊研修旅行

◎ 学習支援部

11 月 5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

11 月 5日(火) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 広報部

11月 5日(火) メール会議

11 月 25 日(月) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

11 月 28 日(木) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 事務局

11月 5日(火)午後 2時～4時 ニュース発送

11月 12 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(木) 午後 2時〜3時半 研修室 4 

◎ 大学塾講座企画会議

11月 1 日(金) 午後 1時半〜3時  研修室 4 

◎ 生涯学習センター 休館日

11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：kambe.akira2@gmail.com

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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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 16 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）

足立区に緊急避難指示発令

各地に大雨で甚大なる被害をもたらした台風
19 号は西新井水位観測所で水位が 5.3ｍまで達
し、荒川の河川敷でも河川道路まで冠水した。

四方を川で囲まれた足立区では、河川の氾濫
危険水位情報として緊急避難情報が発令される
など、地球規模の異常気象による危険度が増加
しています。日頃の危機管理を怠りなく！

荒川河川敷冠水「虹の広場前」（広報部）


