
『人間が／こんなに哀しいのに／主よ／海があまりに／碧いのです』
「沈黙の碑」に刻まれた遠藤周作の言葉、彼が終生をかけて祈り求めた
イエスは、数々の奇跡を起こす救世主ではなく、人々の苦しみに寄り添
う「人生の同伴者」イエスだった。遠藤作品に描かれた「人生の同伴者」
イエスについて、受講者の皆さんと一緒に考えてみたい。

「食品ロス」は、本来食べられるのに捨ててしまわれる食品で、
約半分は家庭から出ています。

店舗や外食店では、食べられる分量を注文、家庭では作り過ぎ
や食べ残しを出さないなど、ちょっとした日常行動が食料資源の
有効利用や地球の温暖化抑止に繋がります。東京都環境公社より
環境面でのお話と子ども食堂を通して、削減行動を実践されてい
る方たちからもお話をいただきます。

※今後のコロナウイルス感染拡大の状況によっては、6 月開催講座は、

変更の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

（あだち区民大学塾）

が く が く

遠藤周作を読む
「人生の同伴者」イエスとは！

食品ロスの実態
一人ひとりが出来ること

講師 ：小泉裕靖 氏（東京都環境公社）・梶原禎顕 氏（足立区）・大山光子 氏（地域食堂）
日時 ：6月 23、30 日 毎回 火曜日 午後 2時～4時
会場 ：足立区生涯学習センター 5階 研修室 1
講義内容：第 1回 食品ロスの実態と削減行動の取組み

～一人ひとりができること～
第 2回 ①食品ロスを減らしましょう

～足立区の削減対策～
②こども食堂での取り組み

～手つかず、作り過ぎず、食べ残さない～
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あだち学習支援ボランティア「楽学の会」

【 事 務 所 】 福田 哲郎 方

〒120-0003 足立区東和 3-10-9-311

令和 2年度 第 1ステージ大学塾 6月 開催案内

講師 ：原山 建朗 氏 日本文藝家協会会員 元主婦の友社・遠藤周作番記者
日時 ：6月 4、11、18 日 毎回 木曜日 午後 2時～4時
会場 ：足立区生涯学習センター 5階 研修室１

講義内容：第 1回 『侍』（1980 年）
～ローマ法王への親書を携えて海を渡った「侍」の運命は？～

第 2回 『聖書のなかの女性たち』（1957 年）
～聖書のなかの 11人の女性の「苦しみの連帯感」について

第 3回 『イエスの生涯』（1974 年）
～遠藤周作が甦らせた、イエスの〈生〉の真実
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明治維新と新しい政治～議会政治のはじまり～

2 月 9日・23 日・3月 15 日の日曜日、午後 2時～4時に生涯学

習センター研修室１で開催予定でしたが、1回目と 2回目が終了

した 2 月末に新型コロナウイルス感染拡大防止のため施設閉鎖

となり、3回目は 4月 12 日に延期、さらに 4月 26 日に再度延期

したが、施設閉鎖が継続され 3回目は中止とし、準備頂いた資料

を各受講者に送付し本講座を終了した。

応募者は 32名、出席者は第 1回 31 名、第 2回 26 名、平均 28

名でした。講師は防衛大学校人文社会科学群人間文化学科准教授

博士（学術）三村昌司氏にお願いしました。

講座内容は明治維新と議会のはじまりについての講座ですが、

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

考える講座でした。

第１回目の講義内容：江戸時代はどんな社会か ～「士農工商」を問い直す～

明治以降につくられた「新しい社会」を理解するために、それ以前の日本の近世（江戸時代）の社会を

理解する必要がある。江戸時代の社会の仕組みとして、身分制「士農工商」は不正確であり、「農工商」

は上下関係ではない。「農民」「商人」という横断的な身分が存在するわけではない。江戸時代の政治は政

治に参加できる身分が、特定の身分（＝武士）に限定されていた。日本近世の身分制とそれぞれの身分の

政治との関わりについて講義をいただきました。江戸幕府から明治新政府への交代は単なる政権交代では

なく、政治のあり方を大転換する歴史的できごとであった。

第２回目の講義内容：明治新政府による新たな試み ～キーワードは「公議」～

議会政治の導入として、1867 年 10 月大政奉還、武士だけ

が政治に参加していた体制から、新しい政治体制の模索が始

まる。1868 年 3 月五箇条誓文「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ

決スベシ」という新政府が出した政府の基本方針に従い、政

治を行うことが宣言された。

そのために、公議所を設置し、議事をルール化したが、「議

論」について多くの失敗事例が紹介された。明治新政府は、

意思決定を特定の身分が独占していた政治をやめ、「公論」

に基づく政治を行おうとしたがうまくいかなかった。背景に

調整や妥協を許さず、場合によっては暴力で屈服させること

にもつながった（＊暗殺）

第３回目の講義内容：議論政治の試行錯誤 ～自由民権運動とのかかわりから～

（講義は中止、受講者には資料送付）

新しい政治メディアとして、新聞による建白や演説といった、「公論」形成に役立ちそうなメディアが

登場、その後 1874 年以降、自由民権運動が盛り上がるが、各地で演説会の中止や暴力事件も発生し、「政

治」と「暴力」はそれほど遠い存在ではなかった。1890 年代政治から暴力が切り離され、演説や討論に

基づく議会政治が主流になっていった。

受講者からは明治維新の実情、日本の西洋化する過程での日本人の苦悩が理解できた。

明治以降のテーマを取り上げるケースがなく大変新鮮なお話が聞けました。とのご意見を頂きました。

＜篠原英也＞

令和 2年度 第 1ステージ大学塾 2月 開催報告
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訃報のご案内
当会 元代表理事の小林 徹氏が3月24日ご逝去されました。

当会の発展に多大の貢献、ご尽力を頂きました。

謹んでお知らせ申し上げますと共にご冥福をお祈りいたします。

4 月 代表挨拶・今年度の施策

代表挨拶

・新年度がスタートしました。

しかし本年は新型コロナウイルス感染拡大が止まらず、全世界に感染が拡大し、感染者数は279万人、

死者19万人を超えました。国内の感染者も日々増加しており12,000人を超えています。（4月25日現在）

4/7には緊急事態宣言がだされ、外出自粛となりました。ワクチンも完成していませんので感染拡大が

止まらず、不安な日が続いています。3つの蜜（密閉空間、密集場所、密接場面）を避けるようにし、外

出を自粛し自宅にいるようにしましょう。

・足立区は2月28日にコロナウイルス対応方針がだされ、3月2日から3月31日まで区内施設は利用停止と

なりましたがその後延長が発表され5月10日まで利用停止、講座も中止となりました。

当会の対応は運営委員会、月例会、講座企画会議、検討会議も中止とします。メール会議とします。

楽学ニュースは作成しましたが印刷・郵送はできませんので ホームページをご覧ください。

4月開催予定の2講座（日本経済入門講座、スケッチ講座）、5月予定の2講座（千住の文花人講座、

日記にみる中世講座）は中止となり受講応募者へ中止の連絡をいたしました。なお5月10日以降も

楽観はできませんので、行政の指示に従い対応していきます。

・4月1日付けで足立区地域のちから推進部に生涯学習支援課が新設されました。足立区での生涯学習を

一層展開するべく生涯学習支援課のご指導頂きながら進めていきたいと思います。

・楽学の会は本年発足以来25年目に入り、ＮＰＯ法人設立後17年となりましたが、次の20周年に

むけ今年も皆様とご一緒に楽学の会の事業の発展に協力していきましょう。

今年度の施策を述べます。

（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、令和2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。

足立区関連講座の開催、他団体との協創講座を多数開催しました。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。

現在令和2年度後期の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

令和元年度は「心と体の健康講座」シリーズとして「幸福学」講座、「タンパク質講座」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

令和元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思います。

（４）令和元年度事業報告と令和２年度事業計画を各部より報告頂きます。

令和２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生涯学習センター受託講座 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。
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ボランティア
◎ 講座名：活断層と地震の科学

日 時：6月 19 日（金） 午後 2 時～4 時

対 象：16歳以上の方

会 場：足立区生涯学習センター 研修室 1

受講料：無料

定 員：40名（事前申込先着順）

講 師：吾妻 崇氏（国立研究開発法人産業技術総

合研究所 地質調査総合センター 活断層・火山研

究部門 活断層評価研究グループ 主任研究員）

内 容：日本列島にはたくさんの活断層があります。

これらは将来的に地震を起こすものと考え

られています。日本列島にはどのように活

断層が存在し、それらはどのように調査さ

れ、調査結果をもとにどのように将来の地

震を予測しているのかを説明します。

また、最先端の予測手法についての研究ト

ピックについても紹介します。

◎ 講座名：静かに忍び寄る肝臓病

早期検診と最良治療のススメ

日 時：6月 27 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 研室室 1

受講料：無料

定 員：60名（事前申込先着順）

講 師：石川 智久氏（東京慈恵会医科大学付属

病院肝臓内科医師 患者支援・医療連携センター長）

内 容：肝臓は、人間にとって重要な役割を果たし

ている臓器のひとつですが、機能の悪化が分かりに

くく、症状として出た時は手遅れの状態になるケー

スが多くある厄介な臓器です。専門医師により健全

な肝臓と長く付き合うための知識を学びます。

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
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため講座の

中止、延期の場合もございます。予めご了承ください。

楽学インフォメーション

★ 5 月会合のお知らせ★
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生涯学習センター 講座情報

令和 2 年 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 16 日（火） 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２年度施策

◎講 師：足立区生涯学習支援課長 大久保 慎也 氏

◎テーマ：生涯学習センター 令和２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）

◎ 運営委員会

休 会

◎ 総会・月例会

5月 21 日（木）3時半～5時 研修室 4

◎ 学習支援部

5月 12 日(火) ワークルーム

◎ ボランテイア活動推進部

休 会

◎ 広部部

5月 8日(金) メール会議

5月 26 日(火) メール会議

◎ 事務局

休 会

◎ 大学塾講座検討会議

5月 21 日（木）2時～3時半 研修室 4

◎ 大学塾講座企画会議

休 会

◎ 生涯学習センター休館日

5月 1日(金)～10 日(日) コロナウイルス対策

5 月 11 日（月）休館日

★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.co

≪ 編集後記 ≫
全国で発令中の「緊急事態宣言」新型コロナウイル

スの感染拡大は、一向に収まりが見えません。

今こそ、１人ひとりが冷静な判断で感染拡大防止

のため危機感をもって適切な行動を行いましょう。

・３蜜回避の徹底（密閉空間・密集場所・密接会話）

・正しい情報収集 (区のホームページ / A・メール)

・不要不急の外出回避（日々節度の有る行動）

（広報部）

休園中の「足立区都市農業公園」


