
新 年 あけましておめでとうございます

年頭にあたり、日頃より当会の活動にご支援頂いております足立区、足立区生涯学習セ

ンター、顧問の先生、賛助会員、大学塾講師の皆様に感謝申し上げます。本年もよろしく

お願いいたします。

楽学の会は平成8年に足立区生涯学習ボランテイア養成セミナーの受講修了者有志で発足

以来25年目に入り、平成15年NPO法人設立以来、17年目入ります。

また区民が学ぶ・教える・創る「あだち区民大学塾」は平成16年より講座を提供して16

年を経て、提供講座累計12月現在で240講座、延べ受講者は22,009人と2万人を超え、区民

の皆様に定着してきており毎回多数の受講者が参加頂いております。

取り巻く環境も変化してきており、区民のニーズも変化してきておりますが、新たな課題にチャレンジして更な

る飛躍の年になるようにしたいと思います。

令和元年を振り返り、今年の抱負を述べます。
(1) あだち区民大学塾事業

区民ニーズを反映した講座を企画し、歴史、文学、生活、健康、経済、芸術、足立区関連等の分野の講座を

提供しており、令和元年度は17講座を提供予定です。

①足立区関連講座を開催し、足立区及び関連団体との協創講座を開催しました。千住の酒店店主の

日本酒の魅力、足立史談会との協創講座「千住の賑わい」講座では千住の文化を築きあげた宿場の

賑わいを講義頂きました。足立区産業振興課、足立区伝統工芸振興会との協創講座「足立の伝統工

芸「匠の技」」講座では江戸打刃物（鋏）、江戸象牙、江戸刺繍の現代の名工に講義と実演を実施

しました。また郷土博物館との共催の「江戸の庶民文化『浮世絵』講座」は博物館で開催中の浮世絵展「初

顔見世の役者絵」を鑑賞しながらの浮世絵の魅力講座でした。この講座で区民に「足立の魅力」を発信でき

ました。令和2年度も魅力ある講座を企画提供し区民の皆様に満足頂けるようにしていきます。

②生涯学習ボランテイア研修講座は１昨年に引き続き、今回は梅田地域学習センターで開催しました。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

の増員を期待します。受講された方が当会に入会されました。

(2) 生涯学習センターよりの受託事業

29年より開催している「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～10月夜間4回講座を開催され受講者24名、延べ77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ショップを行いました。

次の「生命を支えるタンパク質のふしぎと起因する病気講座」は11～12月夜間4回講座でタンパク質はどん

なものか、体を制御するしくみを講義頂きます、受講者30名、延べ91名で若年層からシニアまで幅広い受講者

があり盛況でした。

(3) 足立区勤労福祉サービスセンター「ゆう」よりの業務委託

会員・家族対象に「老後生活安定事業」を提供すべく当会への業務委託の契約締結しました。

「やさしい薬膳」講座を2月に梅田地域学習センターで開催します。当会の新たな事業として取り組んでいきた

いと思います。

(4) 広報の強化

広報も重要であり、楽学の会ホームページは毎月更新し、メールマガジンも毎月送信しています。

情報発信ルートも多様化してきていますが一層の多様化を図り、発信していきます。

本年が皆様にとって素晴らしい年になるよう祈念いたします。
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新年のご挨拶 更なる飛躍の年に！・・・
代表理事 福田 哲郎



学びの“場”と“時間”の充実に向けて 学習支援部 部長 佐々木善光

昨年も、「学びたい区民」と「教えたい区民」と「創りたい区民」三者の連携と充実を目指し、

「あだち区民大学塾」として講座を開講してまいりました。区民の皆様方からは、温かい感謝の言葉と更

なる充実に向けての励ましのメッセージをたくさん頂きました事は、嬉しい限りでした。

本年も、学び、教え、創る三者の区民がほどよく調和しながら「あだち区民大学塾」を更に充実させ、

講座を充実させていく所存でございます。そのためには、やはり“教えたい区民”情報が欠かせません。

情報を事務局の方まで一報頂けましたなら幸いです。皆様のご支援とご協力を賜りながら努力して参りま

す。本年も宜しくお願い致します。

＊豊富な知識や経験を「あだち区民大学塾講座」で活かして見ませんか。

20２０年に向けて ボランティア活動推進部 部長 篠原 英也

明けましておめでとうございます。昨年は月例会にて会員の親睦を目的とし、新年会、暑気払い、忘年

会を開催しました。またスキルアップのための研修会として足立区および﨑山顧問の講演会、現地学習とし

て国立印刷局見学、4年振りに会員の研修旅行も開催しました。今年も会員相互のコミュニケーションの場

づくりとして、皆様に参加いただける月例会をより充実させていきたいと考えております。今年もどうぞよ

ろしくお願いいたします。

あけましておめでとうございます 広報部 部長 金子勝治

“ 読みやすい わかり易い 広報を目指す ”

楽学ニュースやホームページでは、以下の取り組みを行っています。

１．様々な情報をタイムリーに伝える。

２．読みやすいレイアウト、わかり易い言葉で伝える。（視覚効果）

３．文章と画像で効果的に伝える。（“目は口ほどに物を言う”のたとえ）

４．「みんなの広場」では皆様からのご寄稿をお待ちいたして居ります。

謹賀 新年 事務局長 江川武男

皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願いします

昨年は、日本各地で洪水・風害等の自然災害が発生し、大きな被害を受けましたが、これはもう既に自然

災害ではなく、温暖化などによる人災であり、毎年発生する可能性があると思われます。

とはいえ、我々の人生は、まだまだこれからです。短い人生かもしれませんが、皆さんと力を合わせて、

これからの人生を元気に、健やかに、張り切って過ごしましょう。

今年も、楽学の会がますます発展します様、お互いに切磋琢磨し、楽しく頑張りましょう！！

「社会教育」2019 年 12 月号 記事紹介

◆当会顧問・文教大学名誉教授 平沢茂氏

今月のことば欄に寄稿されています。

人類の危機にどう立ち向かうのか
｢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。

ご一読ください。
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新年のご挨拶 各部局長が語る新年の抱負！



「「心心とと体体のの健健康康講講座座」」シシリリーーズズ

生生命命をを支支ええるるタタンンパパクク質質ののふふししぎぎとと起起因因すするる病病気気
11 月 29・12 月６・13・20（金）午後７時～８時 30 分の 4 回講

座で、応募者 32 名、受講者 30 名、延べ 91 名での講座でした。

講師は千葉大学名誉教授、元千葉大学大学院医学研究科教授 博士

（理学）専門分野は分子生体制御学の木村定雄氏が務めてください

ました。

この講座はタンパク質とはどのようなものか、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ぶ中で、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、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のかを詳しく解説するも

のでした。

最初に、「新しい人体の教科書（山科正平著）」“はじめに”の引用文 5点のお話がありました。

① からだ＝誰もがひとつだけ持つかけがいのないもの。

② 高齢化・年を重ねるごとに、あちこちに異常や障害が発生してくる（高齢化の問題は体の問題）。

③ 病気や健康、食品の安全・安心、健康食品やサプリメントの情報があふれている。

④ しかし、自分の健康をまもるのは自分をおいて他にない。

⑤ 自分のからだについて、もっと関心を高め、自分の目でじっくりと眺め直してみてはどうか。

第 1 回の講義は、タンパク質とはどのようなものであるかの解説でした。人体のつくり→細胞→細胞を構

成する物質→タンパク質の機能→構造タンパク質 という流れで進みました。かなり専門的な用語での説明

でしたので十分に理解できないところが多々ありました。

第２回の講義は人生 100 年計画、糖尿病の診断等の資料の解説を導入に、体を制御するしくみ（人体のネ

ットワークのしくみ）について、酵素とは何か→細胞の情報伝達→内分泌ホルモン という流れで進みまし

た。酵素はタンパク質であり、生命を維持する様々な化学反応を触媒する（生体触媒としての酵素）。そし

て常温・常圧・中性に近い状態の中で、多くの物質のなかから特定の物質を選んで反応を進行させ、反応の

特色は６種類に分けられるというものでした。予防として、ウオーキングや自転車こぎなど 1 日 30 分間の

有酸素運動を基本にした生活でも可ということでした。

第３回の講義はタンパク質が起こす体の病気Ⅰとして 免疫・アレルギーについて「免疫学」の基礎知識

の解説でした。その解説は、免疫とは何か→免疫を担当する組織・細胞→体液性免疫と細胞性免疫→自然免

疫のしくみ→獲得免疫への橋渡し→抗体 という流れで進みました。その後、アレルギーとは何かについて

の説明でした。免疫は病原体から体を守る働きであることは知っていましたが、その仕組みは難しかったで

す。

第４回の講義はタンパク質が起こす体の病気Ⅱとして、がん・目の病気・脳卒中の解説でした。がんにつ

いては、なぜ（どのように）ヒトはがんで死ぬのか？→血

行性転移→リンパ行性転移（リンパ管・リンパ節）→大腸

癌 という流れで進み、目の病気については白内障→緑内

障→加齢黄斑変性症→糖尿病網膜症の流れで進み、最後の

脳卒中については脳卒中とは？→脳の血管が詰まる「脳梗

塞」→脳の血管が破れる「脳出血」「くも膜下出血」→脳卒

中が起こったらどうするか→脳卒中の治療 という流れで

の説明でした。私自身 60代前半に白内障の手術をしました

が、手術をしておいて本当によかったと思いました。毎回、

受講者から質問や感想・意見を受付けて次回に文書で回答

するのですが、受講者の方々の質問は最新の医学にかなり

関心が高く専門的なのですが、木村講師の回答は図解入り

の丁寧な表現での回答でとても勉強になりました。 （佐々木善光）

令和元年度 センター受託講座 開催報告
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千千住住のの賑賑わわいい～～宿宿場場のの賑賑わわいいがが文文化化ををつつくくるる～～
11 月 13 日、20 日、27 日（各水曜日）、講師に足立史談会会長・堀川

和夫氏をお迎えし、「普段聞き慣れて、親しんでいる史跡や文化のルー
ツを紐解く糸口を探し求めることが、住んで良かった故郷千住となるの
ではないかと考え、その賑わい元は一体何か」を探り、解説されました。
（応募者 38名、受講者 33名、延べ 81名、研修室 1において開催）

１回目は、「家康と千住の賑わい ～賑わいの場所を探る～」
徳川家康の江戸入府が基本であり、それに従って、全国制覇の道として
手がけたのが、陸続きにする道路であり、その一番が「千住大橋の架橋」
といえる。寛永２年（1625）日光東照宮造営と共に日光道中の「初宿」
に指定され、日光街道の「千住宿」として規模が大きかった。淵江領は

天領であり、日光廟の建設に大橋の材木商の賑わい、街道の通過地で日光東照宮例幣使や、幕府上洛の証は
参勤交代であり、69家の大名が往還通過した。

2回目は、「将軍様の鷹狩り~鷹狩りと農民の負担を見る～」
江戸時代に行われた「将軍の鷹狩り」で、足立区内の場所を始め、御膳所、河川の利用等が示されている。
特に小菅御殿が取り上げられていることと、将軍の鷹狩りの際利用されたという御殿にも興味を持った。鷹
狩りは、戦国の世から武将の娯楽である。

3回目は、「芭蕉が残した奥の細道～旅たちの地千住～」
奥の細道、冒頭に「千じゅという所にて舟をあがれば 前途三千里・行く春や 鳥啼魚の 目は泪」・・行
く道なお進まず。と記され「旅立ち」が始まる。その証として千住大橋公園に昭和４９年に「矢立初めの碑」
奥の細道行程図が建立された。芭蕉翁陶像の「正」なる一体は、芭蕉
生誕地伊賀上野の公園に「俳聖殿」を建立、「副」なる一体は初め「憲
政記念会館」、「足立区立中央図書館」最終的には平成２１（2009）年
５月に「足立区生涯学習センター」入り口に移設され、現在に至って
いる。その外足立の芭蕉句碑が、安養院、本氷川神社、千住神社、千
住歴史プチテラス、奥の細道プチテラス、大橋公園などに見ることが
出来る。

受講生からも「内容が充実していた。千住宿の歴史が良く解った」
「住んでも知らないことが多いのでとても勉強になった。興味あると
ころを散歩し、行ってみたい」「鷹狩の意味がやっと分かった」「絞ら
れたテーマで深く知ることが出来た。鷹狩についても知ることができ、勉強になった」「千住から出発した
芭蕉紀行文は５年後ということは初めて知った」等色々な感想を頂きました。

（佐久間 實）

足足立立のの伝伝統統工工芸芸 匠匠のの技技
11 月 15 日・22 日・29 日（金）午後 2時～4時に開催されました。
応募者は 12名。受講者は 1回目 9名。2回目 7名。3回目 9名でした。

1 回目は東京マイスター現代の名工受賞の東京打刃物の川澄巌氏で開催された。
鋏のいろいろについて用途等によって材料や作り方が違い力を逃がす方法によっ
て使い勝手が楽になる等わかりやすく説明され同じ鋏でも熱い夫で紙薄い紙もう
まく切れることなど実践され最後に鋏のつる手の部分の作り方を受講者の前で分
かりやすく作られた。その他展示物等を見て楽しかった。

2 回目は東京マイスター講師片山紀史で江戸象牙について江戸象牙の歴史は奈
良時代の正倉院宝物からそれぞれの時代を経て現代に至っている。
象牙は江戸時代に工藝品が武家庶民に使用された（印籠値付け）さらに明治大正
に優れた工藝品は 29世界的に評価され作者には石川光明 旭玉山山等がいる。
象牙はワシントン条約によって輸入できないが国内には 70年間分の在庫がある
ということで安心とのこと。
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令和元年度 大学塾開催報告



3 回目の講師は東京マイスター 現代に名工の竹内匠功氏の江戸刺繍に
ついて古墳時代から歴史があり安土桃山時代が辻が花（（縫絞染に刺繍）
等、最盛期であった。
和服ブームを経て昭和 40年以降は生活様式の変化で刺繍の仕事が減って
職人から刺繍作家に変化していった。詩風製品には和服帯室内装飾旗幕等
がある。休憩後には実演がありその素晴らしさにびっくりさせられた。素
晴らしい講座でしたが講師の後継者がいないという事に考えさせられた。

（石田佳久）

江江戸戸のの庶庶民民文文化化 浮浮世世絵絵のの魅魅力力
12 月 1 日・12 月 6 日・12月 15 日の 3 回講座。応募者 46 名、受講者 37 名、延べ 80 名、1 回目：足立区

立郷土博物館。2回目、3回目：足立区立生涯学習センターで開催されました。

1 回目の前半は、足立区立郷土博物館学芸員の小林憂氏より浮世絵について講義を頂き、その後 1階に展

示してある浮世絵を鑑賞しました。展示に関しては浮世絵そのもの

の魅力は当然だが、プラスして千住という文化に目指した背景の部

分で、単なるコレクションではなく、生活文化の中での千住ゆかり

の浮世絵（役者絵）であることを、作品の一つ一つ丁寧に解説され

た。展示されている浮世絵は 90年以上開けられたことのない千住で

代々接骨院を営む、名倉家の蔵から 130 点ほど提供された中の“歌

舞伎役者”にスポットを当てて 80点程展示してある。明治時代のも

のが多く、その時代と同時に関係する役者や絵師たちの交流の絵が

中心となっている。確認された「名倉家の浮世絵は蔵にしまわれて

いた期間が長く、日光による変色が少なく、ほとんど作品として作

られた状況に近い状態で保存されていた。」と話されたように、1 階

に展示してある浮世絵は色も鮮やかで素晴らしく、受講者にはゆっくり鑑賞いただけたと思う。「伝えたい

ことが沢山ある」と話されたように、熱く浮世絵についてご講義頂きました。後半は国際浮世絵学会理事の

稲垣進一講師による“浮世絵の始まり”（師宜・正信）の講義を頂きました。絵師の師宣によって描かれた

浮世絵は、貴族たちの楽しみの絵が描かれ、12 ヶ月の季節を表したものや、京都の賑わいの絵などの生活

状況が楽しまれていたようだ。このころ日本には遠近法が無く、遠くへ行くほど高い道に書かれて、その間

の矛盾した所は雲で隠すような、日本独自の技法で描かれている絵。江戸時代は自由な雰囲気で庶民に楽し

んでもらえる絵が描かれている。解説の後、講師の持参した本物の浮世絵を、手に触れながら熱心に受講者

は鑑賞することが出来ました。

2 回目は稲垣進一講師による「錦絵の発明と発展」浮世絵の素晴らしさは、客に合わせ、時代に合わせ、

何が流行っているのかを探り、ニーズに合わせて絵を書かき 10 色位色を使ったカラフルな浮世絵はあまり

にも美しく“東錦絵”として名付けられた。浮世絵は江戸の産業の 1 つ。文化人たちは集まって絵を書き、

出来栄えを競うような絵暦交換会が流行ったという。後半は“幕末の浮世絵師国芳”について講義を頂いた。

3 回目は同じく稲垣進一講師より「ジャポニズムと新版画」について講義を頂きました。浮世絵のバック

はシンプルな肖像画、日本の文化「浮世絵」の中の生活を、絵画の中に取り入れ楽しむという「ジャポニズ

ム」。日本の文化を収集して、マネが初めて取り入れた。日本の文化は外国人にとってエキゾチックに思わ

れている。取り入れた作品を忠実に写し取っているのは、学びたい

気持ちの反映という。例えば、ゴッホは、広重の「江戸百景」を取

り入れ作品の周りに「浮世絵」が描かれている。受講者からは、浮

世絵展の解説と鑑賞など大変興味のある話が聞けた。めったにない

本物の浮世絵を手にして触れることの経験は良かった。内容も、資

料も素晴らしく、貴重な絵を見られてよかった。講師の持参した浮

世絵は素晴らしかった。明治時代の世相を反映した浮世絵を見るこ

とが出来た。興味深い貴重なお話だったが、講師の声が聞き取り難

かったという声もありました。

（田中桂子）
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明明治治維維新新とと新新ししいい政政治治
～～議議会会ののははじじままりり～～

明治維新といえば、「維新の偉人」によって古い幕府が倒され今の政府につなが

る新しい明治政府ができあがったと思われています。しかしそのイメージは一面

的です。新しい社会は短期間に出来上がったのではなく、それなりの長い時間を

かけて試行錯誤を繰り返しながら少しずつ形づくられていきました。

この講座ではそのような試行錯誤の道筋を、江戸時代の社会との違いをおさえ

つつ「議会」に注目して考えます。

12月 16 日講座検討会議の終了後、令和元年の忘年会をお馴染みの「日

本海」北千住店にて午後 6時から開催しました。当会顧問の﨑山みゆき

様にお越しいただき、総勢 21 名の参加者で行われました。先ず、福田

代表からの挨拶で「楽学の会」創立 30 周年に向かって皆さんに協力い

ただき進めていきたい、課題である新会員も毎年 2 名が加入しており、

今年入会された古性勇さん、佐藤千代子さんの紹介がありました。引き

続き、顧問の﨑山様に当会が継続的に活動していることを自分の周りに

宣伝していきたいとご支援のご挨拶をいただき、「乾杯」のご発声で宴

会が始まりました。久々に喜多村さん、鹿島さんの元気なお姿や、普段

の懇親会ではお目に係れない女性会員にも加わっていただき華やかな忘

年会になりました。

まずはビールと料理でお腹が満たされて、いつもの通り、あちこちで

会話が盛り上がっていました。そのうちに焼酎や日本酒も加わり盛大な

忘年会となりました。和やかにこの一年の活動を振り返りながら、大い

に懇親を深める機会となったのではないかと思います。

つかの間に予定の時間となり、お開きの時間となってしまい、江川さ

んの「三本締め」で解散となりました。楽学の会の益々の発展を願い、

来年が良い年でありますよう心よりお祈りします。

（ボランティア活動推進部）

回 月 日 講義内容 講 師

１ ２月 ９日
江戸時代はどんな社会か

～「士農工商」を問い直す～
三村 昌司氏

防衛大学校 人文社会科学群

人間文化学科 准教授

元東京未来大学 准教授

博士（学術）

専門:日本近代史､地域歴史資料学

２ ２月２３日
明治新政府による新たな試み

～キーワードは「公議」～

３ ３月１５日
議論政治の試行錯誤

～自由民権運動とのかかわりから～

12 月月例会報告 令和元年 忘年会（12 月 16 日）

毎回 日曜日 午後２時～４時

自由民権運動 演説会の様子
（東京大学明治新聞雑誌文庫）
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１２月 運営委員会報告（12 月 2 日）

1．代表挨拶：報告および提案
(1)あだち区民大学塾は、11月まで13講座が修了しました。
11月は協創講座を2講座開催しました。
・足立史談会との協創講座で「千住の賑わい～宿場の賑わいが文化をつくる」は足立史談会の堀川会長に
講義頂きました。千住の賑わいの先祖は家康であり、大橋が架けられ、①交通の要衝で江戸四宿、日光
道中の初宿であった、②生産地で幕府の食料供給地、③流通の拠点で幕府の御用市場としての千住市場があっ
たことで栄えた。また将軍の鷹狩が行われ、芭蕉の奥の細道の旅たちの地として千住の歴史を詳しく説明頂き
ました。

・足立の伝統工芸「匠の技」講座は足立区産業振興課と足立区伝統工芸振興会との協創講座を開催しまし
た。東京打刃物：鋏、江戸象牙、江戸刺繍を厚労省選任の現代の名工、東京マイスターの方に解説と実演を実
施して頂きました。素晴らしい技と名品を見せて頂きました。すばらしい作品でした。区民の皆さんに伝統工
芸の技をＰＲすることができました。後継者の問題と技術をいかに残すかが課題です。

・今年度は足立区関連講座を多数企画、提供しています。今月は郷土博物館共催の浮世絵講座を開催
します。

・今年度は17講座提供予定です、1月はNHK大河ドラマ関連の明智光秀講座を開催します。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ていきますので、皆様より積極的に講
座提案をお願いいたします。

(2）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9月開催の「幸せのメカニズ
ム「幸福学」を知ろう」講座に続き、「タンパク質のふしぎと起因する病気」講座は11/29(金)より開催しました。
11～12月夜間4回講座です、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、応募者は32名で第
1回受講者は30名で若年層からシニアまで幅広い受講者があり盛況です。

(3)足立区勤労福祉サービスセンター「ゆう」より会員・家族対象に「老後生活安定事業(定年退職後の充実した生
活を送るための講座)」を提供すべく楽学の会への業務委託の契約を締結しました。「やさしい薬膳」講座を2月
に2回講座を梅田地域学習センター料理室で開催します。当会の新たな事業として取り組んでいきたいと思います。

(4)研修旅行を4年ぶりに開催しました。8名参加、石和温泉で開催し、夕食後は当会の課題を全員で討議しました。
今後の活動に活かしていきたいと思います。（新規会員の開拓の施策、有償ボランテイアの検討、インターネッ
トでの受付検討、受講料改定検討）翌日は紅葉の昇仙峡を散策し、霊峰富士山を眺め秋の甲斐路を堪能しました。

(5)12月16日に講座検討会議があり、その後 忘年会を開催します。
今年度を振り返り、懇親を深めたいと思います。多数の皆様の出席お願いします。

２．議事
（１）情報交換

・足立区男女参画プラザ・支援センターからのお知らせ、
・勤労福祉サービスセンターとの委託事業について
・社協、活動計画策定に架かるアンケート →提出済
・宿泊研修報告 11/18,19

（２）月例会開催について
・12月 16 日 忘年会「日本海」6：00～

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座
「千住の賑い」 応募者 38名 有料受講者 33名 第 1回 30 名 第 2回 24 名 第 3回 27 名
「匠の技」 応募者 12名 有料受講者 10名 第１回 9名 第 2回 7名 第 3回 9名
「浮世絵の魅力」 応募者 42名 12/1,6,15

（４）受託事業について
・「受託 タンパク質」 応募者32名 受講者 30名 第 1回 30 名 第 2回 24 名 第 3回 18 名

11/29,12/6,13,20 木村定雄講師(千葉大)
（５）各部局・PTからの報告および提案（省略）

ご紹介：八王子コーディネータ会 １５周年 記念誌

◆八王子コーディネータ会より 15 周年記念誌が送られて来ました。

機関誌「悠々楽習」第 44 号とともにご覧ください。

｢記念誌｣は大学塾事務局のロッカーに保管してあります。
ご一読ください。
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◎ 講座名：学びピアコンサート
懐かしのJポップスとアニメソング

日 時：2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 講堂
受講料：1,000 円（一律）
定 員：190名（事前申込先着順）

出 演：SUI（ヴォーカル＆ギター）、
榊原 長紀（ギター）、山本 江梨子（ヴァイオリン）
内 容：「恋人よ」「木綿のハンカチーフ」「22 歳の
別れ」など 70～80 年代の懐かしい J ポップスや「美
女と野獣」「君をのせて（天空の城ラピュタより）」
などのアニメ映画主題歌、ほかに Fly me to the

moon 、蘇州夜曲など、じっくりゆったりお楽しみ
いただく
90 分間です。※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。

◎ 講座名：山階鳥類研究所連携講座
バードウォッチングはじめの一歩
～入門済みの方はちょっとおさらい～

日 時：2 月 23 日（日・祝）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
受講料：無料
定 員：100名（事前申込先着順）
講 師：平岡 考氏
（山階鳥類研究所 自然誌研究室専門員）

内 容：野鳥は色鮮やかで声も美しく、親しみやす
い反面、昆虫や植物のように手にとって図鑑と見比
べられないなど、観察者にとって入門のハードルが
高い側面もあります。出だしの基礎知識や、図鑑は
どこをどう見るかといった「初歩の初歩」のお話を
軸に、経験者にも興味を持っていただけるような、

バードウォッチングについて紹介していきます。

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

◎ 運営委員会

1 月 6 日(月) 午後 3時〜5時  研修室 4 

◎ 月例会（新年会）

1月 17 日(金) 午後 6時「レストラン」さくら

◎ 学習支援部

1 月 14 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

1 月 10 日(金) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 広報部

1月 8日(水) メール会議

1 月 23 日(木) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

1月 27 日(月) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 事務局

1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

1 月 17 日(金) 午後 4時〜5時半  研修室 4 

◎ 大学塾講座企画会議

1月 6 日(月) 午後 1時半〜3時  研修室 4 

◎ 生涯学習センター 休館日

1月 20 日(月)

元年 12月 29 日(日)～2年 1 月 3日(金)

★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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令和 ２年２月「月例会」のご案内

〈会員による活動事例発表〉

◎日 時：２月１７日（月）午後 3 時半～5 時

◎場 所：生涯学習センター 5 階 研修室 4

◎発表者とテーマ

石田 佳久さん ：活動事例発表

坂本 万里子さん：活動事例発表

皆様の積極的な参加をお待ちしています。

編集後記

令和元年 ニュースで取り上げたトピックス
会員は事業の運営のみ為らず、幅広く多方面

でも活躍されて居られます。その情報をトピッ

クスとして紹介させて頂きました。また、当会

顧問よりの情報も随時掲載いたしました。

☆ 242号では.顧問崎山みゆき氏のNHK総合テレ

ビ「首都圏情報・寝辿り！」にご出演。☆ 252

号では.会員金子勝治氏が社会教育 3月号〝得る

“Café 欄に「ごみの投棄ゼロに向けて」を寄稿。

☆250 号では.足立区協創推進担当課長坂田光穂

氏に「2025 年の足立区を知る 16のはなし」を聴

講☆256 号では.前代表理事早坂津夜子氏が「生

涯学習支援デザイン」(玉川大学出版部）に寄稿。

新しい年も“ニコニコ笑顔でボランティア”

（広報部）


