
平安時代の説話集
の世界を探る

講師 ：竹石たか枝 氏（中世文学会 会員）
日時 ：7月 3・10 日 毎回 金曜日 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「今昔物語集」の成立と時代背景

～貴族や庶民の様々な階層の人々がたくましく生きた姿を読み解く～
第 2回「今昔物語集」が近代文学に与えた影響
～芥川龍之介を中心に、読み継がれている面白さを探る～

中世古文書講座
将軍義昭と信長の関係を探る

講師 ：高梨真行 氏 宮内庁三の丸尚蔵館主任研究官 元文化庁 文化財調査官
日時 ：7月 5・12・26 日 毎回 日曜日 午後 2時～4時
会場 ：足立区生涯学習センター 5階 研修室 4
講義内容：第 1回 足利義昭 将軍へ ～信長と義昭の上洛作戦～

第 2回 将軍足利義昭と織田信長の室町幕府再興
第 3回 織田信長との相克、そして追放へ ～御掟、意見書の意義～

が く が く
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令和 2年度 第 2ステージ大学塾 7月 開催案内

「今は昔」で始まる「今昔物語集」は日本文学史上最大の説話集といわ

れています。あらゆる階層の人々が、生き生きと描かれている平安時代

末期の群衆の文学です。現代も語り継がれている「わらしべ長者」など

の昔話と能や歌舞伎の素材でもあります。また、芥川龍之介をはじめと

する近代の作家たちにも大きな影響を与えました。この説話集が現代も

語り継がれている魅力は何か。「今昔物語集」を読み解きその奥深さを

探ります。

今回は室町幕府最後の十五代将軍 足利義昭の文書を取り上げます。
足利義昭と織田信長との関係を読み解きます。

将軍足利義昭御内書 三淵藤英書状

（東京国立博物館所蔵「香宗我部文書」） （東京国立博物館所蔵「諸寺院文書」）
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令和元年度 あだち区民大学塾 開催講座一覧

-2-

令和元年度あだち区民大学塾は 16 講座を開催しました。受講者数は 574 名、延べ受講者数は 1,282 名

大学塾は平成 16 年よりの累計は 242 講座、累計受講者数は 22,225 名となり 2 万人を超えています。

年・月 テーマ 応募者数
受講者数

（延べ受講者）
講師名

１
平成

31.4

日本経済入門 2019～平成 30年間を

振り返る （全 3 回）

38 33

(89)

柴田 寛氏

（元農林水産省 課長職）

２
平成

31.4

大渕澄夫スケッチ講座・足立再発見

西新井大師 （全 3 回）

16 15

（41）

大淵 澄夫氏

（建築イラストレーター）

３
令和

元.5

中世を読み解く 『日記』に見る

中世 （全 3 回）

46

(抽選 42)

40

（100）

大関 直人氏

（歴史研究家）

４
元.6 大政奉還から箱館戦争まで～徳川

家臣の戦い （全 3 回）

51

(抽選 42)

40

（102）

あさくらゆう氏

（歴史研究家）

５
元.6 千住の酒店々主が語る國酒「日本酒」

の魅力 （全 2 回）

39 34

（61）

成田 一成氏

（成田酒店々主）

６
元.7 遠藤周作を読む～人間の弱さ・哀し

さとは～ （全 3 回）

51

(抽選 41)

37

（102）

原山 建郎氏

（元主婦の友社遠藤周作番記者）

７
元.7

～8

中世古文書講座～戦(いくさ)と

古文書編 （全 3 回）

50

(抽選 41)

38

（101）

高梨 真行氏

（文化庁文化財 1課文化財調査官）

８

元.8 学びを創るボランテイアのための

研修講座

～梅田地域学習センター （全 3 回）

31 29

（62）

平沢 茂氏（文教大学名誉教授）

齊藤ゆか氏（神奈川大学教授）

髙井 正氏(立教大学特任准教授)

９
元.8

～9

睡眠時無呼吸症候群の診断と治療

（全 2 回）

41 40

（67）

遠藤 誠氏

（えんどう耳鼻咽喉科ｸﾘﾆｯｸ理事長)

10
元.10 人生の指南書『菜根譚』を読み、

書き、味わう （全 3 回）

45 40

（99）

須藤 明実氏

（全日本家族「論語」の会主宰）

11
元.10 講演会 浮世絵で巡る江戸名所

（全 1 回）

68 56

（56）

堀口 茉純氏

（お江戸ル・ほーりー、女優）

12
元.11 千住の賑わい～宿場の賑わいが

文化をつくる～ （全 3 回）

38 33

（81）

堀川 和夫氏

（足立史談会会長）

13

元.11 足立の伝統工芸「匠の技」

（全 3 回）

12 10

（25）

川澄 巌氏（江戸打刃物）

片山紀史夫氏（江戸象牙）

竹内 功氏（江戸刺繍）

14
元.12 江戸の庶民文化『浮世絵』の魅力

（全 3 回）

46 37

（80）

稲垣進一氏(国際浮世絵学会常任理事)

郷土博物館 学芸員

15
2.1

～2

常識が覆る「明智光秀」の正体

～梅田地域学習センター （全 3 回）

108

(抽選 65)

60

（159）

跡部 蛮氏

（歴史研究家）

16
2.2

～4

明治維新と新しい政治～議会の

はじまり～ （全 2 回）

34 32

（57）

三村 昌司氏

（防衛大学校 准教授）

中止講座

・江戸が良く判る「江戸庶民の暮らし」入門講座（9 月予定）は講師体調不良で中止。

・平安時代の説話集「今昔物語集」講座（3 月予定）は新型コロナウイルス感染拡大防止対応で中止。



6 月 代表挨拶・総会案内

代表挨拶

（1）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ています。

感染者数は560万人を超え、死者は35万人となり、依然世界に拡大中です。

国内の感染者も日々増加し16,000人を超えていますが減少傾向となりました。（5月26日現在）

4月7日には７都道府県で緊急事態宣言がだされ、5/31まで外出自粛となりました。その後4/16には

全国に拡大されました、5月に入りピークも過ぎてきて、5/14に39県が緊急事態宣言が解除され、

5/21には近畿3府県、5/25には東京含む4都道県が解除され全面解除となりました。

治療薬、ワクチンもまだ完成していませんので安心できず、第2波も予想され、不安な日が続いて

います。3つの密 (密閉空間、密集場所、密接場面）を避け、手洗い励行をしましょう。

（2）足立区は2月28日に新型コロナウイルス感染拡大防止対応方針がだされ、3月2日から5月31日まで

3ケ月間 区内施設は利用停止となり、講座も中止となりました。

当会の対応は運営委員会、月例会は中止、講座企画会議、講座検討会議はメール会議としました。

中止講座 4月予定の2講座：日本経済入門2020講座、スケッチ講座

5月予定の2講座：千住の文化人講座、日記にみる中世講座

6月予定の1講座：遠藤周作講座 は中止とし受講応募者へ中止の連絡をいたしました。

（3）5/25に緊急事態宣言解除に対応した６月1日以降の方針が足立区より発信されました。

6/1から施設利用が可能となりました。段階的利用再開で当面は制限付き利用となります。

①定員の半分以下での利用、座席は間隔をあける

②来場者へマスク着用の徹底、手洗い、消毒の徹底

③受付では参加者に2ｍの間隔あけて並んで頂く

④資料、レジュメは直接手渡しでなく机に設置する

⑤適宜換気を行う

⑥講座終了後設備備品等の消毒実施する。

（4）令和元年度 楽学の会 総会を6月16日（火）に開催いたします。

当初は5/21（木）予定でしたが生涯学習センター休館でしたので6/16（火）に開催します。

日時：6月16日（火）15：00～17：00

場所：生涯学習センター 研修室 1

議題：令和元年度事業報告・活動報告・監査報告

令和2年度の事業計画・予算

理事、監事選出（今年度改選期）

会員の皆様のご出席をお願いいたします。

御欠席の方は委任状の提出をお願いいたします。

（5）あだち区民大学塾の令和元年度講座実施報告書は皆様の協力作成中で 製本作業は6月上旬に

実施し完成予定です。令和元年度は16講座実施しました。楽学の会の大学塾講座への情熱と

企画・運営力の成果です。関連部署に配布してＰＲしていきたいと思います。
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ボランティア
◎ 講座名：肺炎や窒息を防ぐ！

食べ物を飲み下す機能と予防
日 時：7月 4 日（土） 午後 1 時 30分～3 時

対 象：おおむね 40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：500円（一律）

定 員：55名（事前申込先着順）

講 師：小浦 さい子氏

（聖徳大学看護学部 看護学科 講師）

内 容：食べものを口から胃に運ぶ、人間にとって

生命を維持するための基礎機能である嚥下。その機

能低下は、誤嚥による肺炎や栄養障害、窒息など重

篤な症状をまねきます。機能低下は 40歳ころから始

まるといわれています。この機会にご自身の機能チ

ェックや予防方法を学んでいただき、今後の健康生

活にお役立てください。

◎講座名：シリーズ日本の復習

古建築を楽しむ
日 時：7月 4 日（土）・5 日（日）

午前 10 時～11 時 30分

対 象：16歳以上の方

会 場：足立区生涯学習センター 研修室 1

受講料：1,000 円（一律）

定 員：50名（事前申込先着順）

講 師：河津 優司氏（武蔵野大学工学部

建築デザイン学科 教授）

内 容：様々な時代に建立された古建築を歴史の中

で見直すとともに、蛙股や虹梁など建築部材の成り

立ちや時代的変遷について学びます。

第 1 回：古建築を歴史の中に置いてみる

第 2 回：古建築の細部 建築部材の時代的表現

お申し込みは：電話（03－5813－3730）

または直接窓口（6 月 1 日以降）

※受講料は講座当日に会場でお支払いください。

コンビニ払いはできません。

楽学インフォメーション

★ 6 月会合のお知らせ★
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生涯学習センター 講座情報

7 月「月例会」のご案内

７月の月例会は次の通りです。

◎日 時：7月 15 日（水） 午後 3時 30 分～5時

◎場 所：生涯学習センター 5階 研修室１

◎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

6月 1日（月）3時～4時 研修室１

◎ 理事会

6月 1日（月）4時～5時

◎ 総会・月例会

6月 16 日（火）3時～5時 研修室 1

◎ 学習支援部

6月 12 日(金) ワークルーム

◎ ボランテイア活動推進部

6月 12 日(金) ワークルーム

◎ 広部部

6月 8日(月) ワークルーム

6月 26 日(金) メール会議

◎ 事務局

6月 2日( ) ワークルーム

◎ 大学塾講座検討会議

6月 16 日（木）2時～3時 研修室 1

◎ 大学塾講座企画会議

6月 1日（月）1時 30 分～3時 研修室 1

◎ 生涯学習センター休館日

6月 8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.com

「コロナに負けるな！」

1960 年代.コロナウイルスは最も

原始的な微生物で、当初はかぜの

現因となるウイルスの一種と見られ、

さほど注目されることはなかった。

しかし人間の行動の変化と共に、

次々と遺伝子を巧妙に変えて進化し

て、人類に襲いかかり、いま多くの感染犠牲者を出

しています。「新型コロナウイルス」こそ、人類にと

っての唯一の天敵である。ウイルスや微生物にとっ

て、人間など哺乳動物の体内は温度が一定で、栄養

分も豊富な恵まれた環境だから、なんとかして人間

に潜り込み、繁殖して子孫を残したい…。人間も大

量の細菌や微生物を持ち共生していますが、今後は

感染症との付き合い方として生活様式の工夫が必要

となります。「新型コロナウイルス」感染の一時的な

終息後も巧妙に変身したコロナウイルスと人類との

果てしない戦いは続きます。 （金子・記）


