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今月は「楽学の会」の顧問でもいらっしゃいます

立教大学 学校・社会教育講座 特任准教授髙井正

様をお迎えし、講演会を開催しました。演題は「ボ

ランティアの心・NPOの志」です。 

 最初に、前提として「私たちが生きる現代社会を

表す 4 つのキーワード」について確認されました。 

それは①人生 100年時代 ②Socity5.0 ③VUCA 

④新型コロナウイルスの 4つではないかとして解

説されました。特に③の VUCA（ブーカ）について

詳しく解説され、Vは volatility(変動性)、Uは

uncertainty(不確実性)、Cは complexity（複雑性）、Aは Ambiguity（曖昧性）です。この 4つが特

徴である現代社会は、社会や地域の課題を解決する「正解」というも

のがあるわけではなく、既に学習した内容では通じなく、一方的に教

える・教わる関係も存在しなく、それゆえ学び続けることの重要性が

高まっていくのではないかというお話でした。この事はそうかもしれ

ないかなと思いつつも、ではどうする事がよいのかと考えていると、

結論として“学び続ける事しかないのではないか”と結ばれました。

この言葉でホットしました。なぜなら、区民大学塾でさまざまな学び

を創り、共に学んでいるからです。改めて楽学の会に入会して本当によかったと思いました。 

講義は、この後、1，社会教育・生涯学習の 4つの喜び 2，学びと、

係は 4，「働くこと」ワークには二つある → 仕事と稼ぎ 5，ボラ

ンティア・NPO活動で大切にしたいことに順番をつけてみよう 6，改

めて NPOとは 7，ボランティア・NPO活動における事業とは 8，「ボ

ランティアの心・NPOの志」とは？ 9，改めて、私にとっての「ボラ

ンティアの心・NPOの志」とは？と続き、この最後の 9番では「ボラ

ンティア・NPO活動で大切にしたいことに順番をつけてみよう」との

作業をしました。（1）実行力（2）批判精神（3）広がり（4）創造性（5）夢（6）協働（7）楽しさ（8）

社会的意義（9継続性）の 9項目のキーワードを、先ずは 1人でより大切なことから順番をつけ、次に

3～4 人のグループになって話し合いながら順番をつけるというワークショップでした。そして最後に

各グループの発表を行って共通認識をするというものでした。 

 「おわりにかえて」では、心豊かに生きるために必要な「夢」から

「現実の壁」を引くと「生きる力」になり、組織が活力をもって活動

展開するために必要な「ビジョン」から「現実の壁」を引くと「活

力」になる という図式には納得しました。そして、「暖かい聴き手」

としてあったら良いなと思う姿勢は、①ありのままを受け止める姿勢 

②関わる姿勢 ③ともに感じようとする姿勢 であり、傾聴の一つの

原則は「受け止めてから伝えるという順番の意識」ではないかと結ば

れました。改めて考えさせられるお話でした。ありがとうございました。 

   （ボランティア活動推進部 佐々木善光） 
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★令和 2 年 10 月 月例会 開催報告★ 
テーマ：ボランティアの心・N P Oの 志 

講師：当会顧問 髙井 正 氏 
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 9月 13・20・27日（毎回日曜日午後 2時～4時）研修室 1

において、コロナ対策を行って開催された。応募者は 38名、

受講者 31名、延べ 83名であった。講師は元農林水産省課長

職で足立区在住の柴田寛氏。 

第 1回は「新型コロナウィルスの感染拡大の影響を考える」

として、コロナ感染症の発生から世界への感染拡大の状況を

振り返った。その世界経済への影響として、世界銀行や IMF

は本年の GDP は 5％の大幅な減少が予想され、回復するのは

2024年になるという。また、日本経済への影響としては、①

訪日外国人の減少は 99.9％で、5兆円の需要蒸発が起きてい

る。②雇用は完全失業率が上昇し、有効求人倍率は低下して

いる。③企業倒産は顕著な増加は見られないが、今後の動向を注視する必要がある。④家計への影響は

教養・娯楽・交際費が減少し、品目では旅行関連の減少率が高い。一方、家具家事用品の増加が見られ

ている。外食は減少し、内食が増加している。 

 

第 2回は「米中対立の背景と日本への影響を考える」。米中

対立の原因は中国の経済成長であり、鄧小平の改革開放

（1978）と南巡講話（1992）・WTO 加盟（2001）が契機となっ

ている。今後も①高等教育の普及②米国への留学生の増加③

先端技術の特許出願件数等から高度成長は継続するとみら

れる。米国は中国に対し政治的にも経済的にも不満を持って

おり、特に米国の貿易赤字の半分は中国であり、中国で必要

な商品が米国では生産されていない状況である。日本の貿易

相手国の 1位と 2位は米国と中国である。日本は政治的には

米国寄りで、経済的には中国寄りであるが、中国は習近平主

席の国賓訪問など政治的にも日本へ接近しつつある。 

 

第 3 回は「アベノミクスの 8 年間を振り返る」。バブル崩壊後の日本経済は、GDP の長期低迷とデフ

レの時代に突入し、デフレからの脱却の為アベノミクスが進められ、「三本の矢」といわれる①大胆な

金融政策②機動的な財政政策③民間投資の喚起が行われた。その結果①為替相場は 80 円台から 120円

台へ円安に②株価は 1 万円から 2 万 3 千円に上昇③有効求人倍率は上昇し、完全失業率は減少④イン

バウンドは月間 70万人が 250 万人に増加した。一方で、①企業の内部留保が 300兆円から 460兆円に

増加したが、賃金は伸び悩み②GDP・国際競争力・労働生産性は低下③人口減少が止まらない④財政再

建が進まないなどの問題点も指摘されている。コロナ禍に

より財政再建はほとんど顧みられなくなった。 

 

 受講者のご意見 ・資料が充実していて講師の話がわか

り易かった。中国の留学生や特許件数で成長が成程と思っ

た。・政治経済について表やグラフでの説明で大変勉強に

なりました。アベノミクスの 8 年間の分析が興味深かっ

た。・柴田先生の講義にとても満足しています。・政治経済

は複雑でとっつきにくかったのですが、少し勉強してみよ

うと思いました。等ご満足いただけたものと思われる。 

（糸井史郎） 
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日本経済入門 2020 

～新型肺炎 米中対立等を考える～ 
 



 
 

 

  

 

 

 

江戸時代が良く判る「江戸庶民の暮らし」入門 
9月 12・19日（各土曜日）、24日（木曜日） 

午後 2時～4時 研修室 1 応募者 57名、受講者 32名、

延べ 84名での講座で、講師にはあだち区民大学塾・歴史

入門等講座講師の大沢正明氏を迎え開催されました。 

 第１回目は、貨幣・時間・暦のはなしと題して江戸時

代の三貨制度（金、銀、銅の三種類からなるお金の制度、

貨幣の種類（計数貨幣、秤量貨幣）、時間の定時法（季節

によって 1 時間の長さ変わらない）と不定時法（変わる

もの）時刻の知らせ方、鐘のあった場所、今に残る時の

鐘（岩槻、川越、赤坂、上野、浅草、小伝馬町、四谷）、

暦の種類（太陽暦、太陰暦、太陰太陽暦、などについて解説された。 

 第２回目は、季節ごとの行楽と盛り場のはなしと題して 1月（初春路上図）2月（隅田川堤看見）

3月（深川州崎汐干）；4月（初夏交加図）、５月(両国納涼）、６月（千住大橋綱曳）、7月（湯島二

十六夜侍の図）8月（良夜墨水看月）、9月（染井看菊）10月（雑司が谷法明寺会式詣）11月（浅

草田圃酉の市）12月（商家煤掃）、盛り場として両国橋と川開き、浅草、浅草寺について江戸名所

図会により解説された。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 第 3 回目は、長屋の暮らしと相撲見物・銭湯のはなし

と題して裏長屋の風景、庶民の暮らした長屋、江戸中期

に整った感じ相撲の世界、勧進相撲発祥の地 富岡八幡

の横綱力士碑、回向院以前の開催地の一つ 蔵前神社、

庶民の銭湯（湯屋）の絵図により解説された。 

 庶民は長屋以外に住まいはほぼなかった。幕府は大名

に土地を貸し、大名は地主などに貸し、地主はそこに長

屋を建てて庶民に貸すという構図であった。 

                  （佐久間 實） 
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新会員のご紹介と抱負 
“歴史豊富な足立区でイベント企画に参加” 

私は若い頃より古代の歴史を訪問することが趣味で、海外はエジプト・欧州 

・中国など、国内は奈良・京都の古寺などで、芭蕉や西行の紀行文を読み足跡 

を辿るのも楽しんでいました。愛知県生まれですが、葛飾区に永住を決めた時、 

最初に深川の芭蕉庵と船を降りた千住大橋を訪問しました。会社生活を終え 

ボランティアを考えた時、江戸時代の歴史の豊富な足立区と考え「楽学の会」 

に応募しました。区民の皆様が楽しんでいただけるようなイベント企画に参加 

できればと思っております。よろしくお願い致します。    （榊原金市） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．代表挨拶：報告および提案  
暑い夏が終わり、急に秋の音色が聞こえてきました。コロナ禍で風邪を引くと厄介なことになりますので 

十分ご注意いただきたいと思います。 

１.新会員の入会 

まずは嬉しいニュースからですが、先月入会いただきました榊原さんに引き続き、待望の女性会員に入会 

いただきました。お名前は河野信子様 待望の女性会員です。 

回・月日 講義内容  講   師 

1 回目 

12 月 1 日 

（火） 

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  ～ 

 

 

 

講師：小泉裕靖 氏 

 
 

(公財)東京都環境公社 

東京都環境科学研究所   主任研究員 

2 回目 

12 月 15 日 

（火） 

① 食品ロスを減らしましょう 
～  足立区の減量対策  ～ 

② 子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 ～ 

① 講師：梶原禎顕 氏 

足立区環境部ごみ減量推進部 

資源化推進係長 

② 講師：大山光子 氏 

〝がきんちょ″地域食堂  代表 

会 場： 足立区生涯学習センター（学びピア２１内） 

       （足立区千住５－１３－５） ５階 研修室１ 

資   料    代： ５００円（全 2 回分、初日に会場でお支払い下さい） 

定 員： 30 名（抽選） 

申込方法： 往復はがきに 住所、氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、電話番号、 

「食品ロス」と明記し郵送下さい（連名可） 

申   込  先：〒１２０－００34 足立区千住５－１３－５ 

足立区生涯学習センター あだち区民大学塾事務局 

問合せ先：電話／ＦＡＸ 03-5813-3759（平日午後 1時～5 時） 

申 込 締 切：令和２年 11 月 19 日（木）必着 

共   催：NPO 法人あだち学習支援ボランティア「楽学
がくがく

の会」 

足立区・足立区教育委員会 

 

交通案内 

常磐線・東武線・つくば ex・地下鉄 

「北千住」駅下車徒歩 15 分 

都バス・東武バス「千住 4 丁目」 

下車徒歩 3 分  

毎回 火曜日 午後２時～４時 

 

「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。 

 

 

食品ロスの実態 
一人ひとりが出来ること 

令和 2年度 第 3ステージ 大学塾   開催案内 
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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  

暑い夏が終わり、急に秋の音色が聞こえてきました。コロナ禍で風邪を引くと厄介なことになりますので 

十分ご注意いただきたいと思います。 

１.新会員の入会 

まずは嬉しいニュースからですが、先月入会いただきました榊原さんに引き続き、待望の女性会員に入会 

いただきました。お名前は河野信子様 待望の女性会員です。 

２.あだち区民大学塾講座 

  9 月の大学塾講座は２講座が開催されました。 

  ① 江戸時代が良く判る「江戸庶民の暮らし」入門 

② 日本経済入門 2020 新型肺炎、米中対立を考える 

   多くの運営スタッフにご協力いただき無事に終了することができました。感謝いたします。 

令和 2年度前期が終了しましたが、コロナ感染症の影響もあり、10講座の計画に対し、４講座で終了しまし

た。後期は 7講座の予定で、年間 11講座で終了する予定です。 

３.受託講座 

  ①タンパク質から学ぶウイルス感染症と生活習慣病 11／6・13・20・12／4（金） 夜間講座  

  ②健康管理最前線 ～健康で働くひけつ～ 令和３年３月  夜間 3回講座 で企画検討中 

４.10 月の月例会 

  10月 13 日（火）午後３時３０分～午後５時 

  講師は楽学の会顧問の髙井正様による研修会を予定しています。 

  テーマは「ボランティアの心・NPO の志」多くの皆様の参加をお願いします。 

５．10月の「あだち NPOフェスティバル 2020」開催の件 

  開催日時は 10 月 31日（土）に足立区役所本庁舎ホールにて開催予定です。 

６.メール受付の件 

  ランニングテストとして５名の方に参加いただきました。特に不具合はなかったようです。 

来年 4月からの運用開始に向け準備を進めます。 

７.FAX付電話機の件 

  生涯学習支援課に購入依頼をしております。納入時期ですが、年末になるとのことです。 

もうしばらくお待ちください 

２．議事 

（１）情報交換 

  ・あだち NPOフェスティバル 2020 10/11 本庁舎ホールにて開催  

オンラインによる団体の活動内容紹介 →ボラ活推進部、対応 

  ・サークルフェア 2020  中止 PR展示への協力要請  →ボラ活推進部、対応 

  ・男女参画プラザ  講座「つくって考えるＤＶの二面性」10/17 

（２）月例会開催について 

  ・10月 13日 PM3：30～ 「ボランティアの心・NPOの志」講演会 髙井 正氏 顧問 

  ・11月 17日 PM3：30～ 「会員による活動事例発表」 

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

   「江戸庶民の暮らし」 応募者 59名 抽選 35名 受講者 32名  研 1 講師 大沢正明氏 

     第 1 回 28名、第 2回 29名、第 3 回 27名 

   「日本経済入門」   応募者 38名 抽選 35名 受講者 31名  研１ 講師 柴田 寛氏 

     第 1 回 29名、第 2回 27名、第 3 回 27名 

   「千住の文化人」   応募者 10名 11/28、12/5、12、19 研１ 講師 矢内信悟氏 

（４）委託事業について 

  ・心と体の健康シリーズ「タンパク質から学ぶ」11/6、13、20、12/4 講堂 講師 木村定雄氏 

    応募者 11名（募集中） 

・新企画、～健康で働くひけつ～ 令和 3年 3 月 夜間 3回講座 で企画検討中  

（５）各部局・PTからの報告および提案 （省略） 

（６）その他 

・「社会教育」10月号 ロッカーに ・あだちの轍、Ａ－partners 

・中小企業庁、「持続化給付金」の申請について 事務局→検討 

 

次回運営委員会 11月2日（月） 15時から（研1） 
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◎ 運営委員会  
11月 2日(月) 午後 3時〜5時  研修室 1 

◎ 月例会  
11月 17日(火) 午後 3時半〜5時 研修室 1 

◎ 学習支援部 
11月 17日(火) 午後 1時〜2時 ワークルーム 

◎ ボランティア活動推進部 
11月 4日(水) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 事務局 
11月 4日(水) 午後 2時～4時 ワークルーム 

11月 10日(火) 午後 2時～4時 ワークルーム 

◎ 広報グループ 
メール会議 

◎ 大学塾講座検討会議 
11月 17日(火) 午後 2時〜3時半 研修室 1 

◎ 大学塾講座企画会議 
11月 2日(月) 午後 1時半〜3時 研修室 1 

◎ 生涯学習センター 休館日 
11月 9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/  

広報グループ 神戸 明  電話：03-3606-0058 

   E-Mail：kambe.akira2@gmail.com 

 
  

◎ 講座名：オンライン講座 
美しい古城と宮殿から見る 

もう一つのイギリス 
日 時：12月 4 日～25日 毎週金曜日 4日制  

午前 10時～11時  

対 象：Zoomアプリを使用しますので、インターネ 

ットにつながるパソコンやタブレットをご使用でメー 

ルアドレスをお持ちの方。 

受講料：1,600円（一律） 

定 員：30名（事前申込先着順） 

講 師：西野 博道氏（東京未来大学 講師） 

内 容：英国の古城のもつ歴史的・建築的価値、 

城下町の構造などを解説しながら、イングランド、ウ 

ェールズ、スコットランドそれぞれの地域のもつ歴史 

的文化的背景、民族的気質、現在も彼らがこだわるア 

イデンティティに関して理解を深めます。 

最終回は、城下町から発展し、国際的大都会に変容し 

たヨーロッパを代表する大都市・ロンドンと、アジア 

を代表する国際都市・東京を、それぞれロンドン塔と 

江戸城をとりあげ比較検証し、その違いと共に、意外 

な共通点を詳細に解説します。  

  
◎講座名：大人のそろばんさろん 

日 時：11月 2日（月）・16日（月）  

午前 10時～11時 30分 

対 象：おおむね 50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：各 400円（一律）  

定 員：各 27名（事前申込先着順） 

講 師：山崎 冨貴子氏（冨貴そろばん塾 講師） 

内 容：そろばんで脳もイキイキ、幸齢者生活。 

簡単な読み上げ算から始めます。11月より事前 

申込、お支払いは当日会場でお願いします。 

 

お申し込みは：電話（03－5813－3730） 

または直接窓口  

インターネット[近所 deまなびナビ]で検索 

※コンビニ払いはできません。 

※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。 
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12月 「月例会」 のご案内 

12月 17日（木）午後 3時半〜5時 研修室 1 

テーマ：災害時の協力体制について 

    （災害時の行動と避難誘導） 

    マニュアルの説明と施設見学 

説 明：生涯学習センター 

副所長 香田 昭彦 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） 
 

 

 

プラゴミ問題を考える「使わぬ社会」 

プラごみの削減は、地球温暖化(二酸化炭素)の抑制や 

生物多様性(海では魚の量よりプラごみの量が上回る)の

危機回避など、地球規模で様々な課題を投じている。 

プラスチックごみ問題は、生産と使用を減らすための 

「代替え資材に利用促進」「リサイクルの推進」のみでな 

く、総合的な循環型社会形成の推進を優先すべきと考え

る。日本の使い捨てプラごみ排出量は米国に次いで多い

「プラ大国」です。一人ひとりが消費者意識を改革し率先し

て「使わぬ社会」に努め世界に貢献する事が責務です。 

このことは、食品ロス削減推進法が施行されてちょう

ど１年になる今話題の「食品ロス」問題とも通じます。 

                 （広報グループ） 
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