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今月の月例会は、「楽学の会」会員からのお話を聞く会を開催しま
した。お話をお願いする会員は、大先輩の方と入会して 2 年目の方
としました。大先輩として広報グループで当会のニュース作成に携
わっている金子勝治さんには、「楽学の会」以外のボランティア活動
もされているお話を伺うことにしました。若手の古性 勇さんには、入
会から1年が過ぎた今、思う事と題してお話を伺うことにしました。

最初に、古性 勇さんからお話を頂きました。「楽学の会」に入会し
てから現在までの思い出を徒然なるままに話されました。その主な
お話は以下の事でした。

・太極拳をやっていましたが、今は中止しています。

・楽学の会については近所の糸井さん（学習支援部）からお聞きして、
本格的に江川さん（事務局）から教えてもらいました。その後、いろいろな方から教えて頂いて、今の私があり
ます。

・「足立の伝統工芸」講座の企画を糸井さんから教えてもらいながら行いました。講座の運営などについて大体
分りました。

・講座実施報告書の印刷や製本作業のお手伝いをさせて頂いたのですが、その作業の大変さが分りました。

・今、事務局の一員として活動しながら様々なことの勉強中です。
・講座の企画、ホームページ作成の仕方等々.現役の頃の記憶がよみがえり、新しい発見が沢山あります。
・ピアナビに愛犬を応募し、掲載されて嬉しかったです。
・今は、何がどうなってどうするのかを探すことに時間がかかる現在です。

最後に、本日私に振り返りの時間を与えてくださりありがとうございますと結ばれました。

次に、金子勝治さんからお話を頂きました。「足立の五色桜の育成を見守る～復活された桜並木を誇りに～」
と題しての活動報告でした。
パワーポイント用の画像にして50枚程のカラー版資料での説明でした。
“足立区、荒川の土手に五色桜を！”のお話から始まりました。1886年（明治 19年）から約 3,200本の多品

種の桜が荒川堤に植え付けられ、昭和の初期まで「荒川の五色桜」と呼ばれて日本で桜並木の4大名所地で
あったとのことでした。今年で108 年目を迎える、荒川・ポトマック川姉妹河川提携調印式のお話から、荒川左
岸の都市農業公園付近から西新井橋付近までの延長約 4.4 ㎞に 663 本の桜並木が誕生し、その名前が「あ
だち五色桜の散歩みち」の愛称が命名されたとの事です。お話は、ふるさとオーナー制度と、桜整備計画植
樹地の説明、5 月頃に見ごろを迎える五色桜、アメリカからの里帰り桜等々と続き、「足立平成五色桜を育む

会」の概要では、発足の経緯や交流・親睦会、主な活動場所と続き、
様々な活動の紹介がありました。言うまでもなく、花見の人たちは、
“とても綺麗ね！”“手入れも大変でしょうね！”などと言いながら満足
されると思いますが、環境整備活動としての清掃作業（植樹地内外の
ゴミ拾い）や案内板の整備、生育調査、樹木の点検（破損や害虫付
着）、枯れ木調査、再植樹等々の他にも、「荒川の五色桜」の周知宣
伝活動もあるとのこと、本当に大変な作業や活動のお陰で花見がで
きることを再認識しました。育む会の人達は、“足立区の誇りとなるよ
うな立派な桜並木を夢見て”、名実ともに自然環境と調和・共存に配
慮した足立区が誇れる桜の名所になると確信しているとのことでした。
（ボランティア活動推進部）
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「会員による活動事例報告」

当会 会員：金子 勝治 氏 古性 勇 氏
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社会教育 11 月号“得る”Cafe 掲載
【今月の読者投稿】
●「足立区平成五色桜を育む会」（東京都足立区）は、2013 年 8月に発足したシニア

を中心としたボランティア団体です。足立区の荒川土手（左岸）に植樹された

五色桜並木の環境整備活動を行っています。

●足立区政８０周年の 2012 年に始まった「五色桜並木」は区の誇れる自然資源です。

私たち自らが「五色桜並木」の育成に係わり、次世代にわたり見守り、育み続け

たいという想いで活動しています。

●足立区政 100 周年の 2032 年には、植樹した年に生まれた子どもたちが成人します。

その頃には私たちが見守り、育む「五色桜並木」が名実ともに自然環境と調和・共存

に配慮した桜の名所になると確信しています。

●また。毎回活動後には、会員間のコミュニケーションの場づくりとして交流・懇親会を行っています。

樹木害虫被害調査 満開の桜 扇大橋上流（2018 年 （記：金子勝治/東京都足立区）

（社会教育 11 月号 NO.893 ”得る“Café 記事一部編集）

NHK 大河ドラマ 渋沢栄一と明治維新

令和 2年度 第 4ステージ 大学塾開催案内

令和３年度ＮＨＫ大河ドラマは渋沢栄一の「晴天を衝け」です。

渋沢栄一は「近代日本資本主義」の父とも呼ばれ、その功績

から２０２４年度前半に発行される新１万円札の肖像画に

採用されることが決まっています。

その渋沢栄一の生涯をふりかえることは、近代日本の資本

主義の歴史を知ることにつながります。

この講座では、特に渋沢栄一の幕末維新期から明治初期の

歩みをいっしょに学びましょう。

講師 ：三村 昌司 氏 防衛大学校 人文社会科学群 准教授

元東京未来大学 准教授 博士（学術）専門は日本近代史

日時 ：1 月 17 日、31 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（学びピア 21 内）４階 講堂

講義内容：第 1 回 幕末維新期の渋沢栄一

第 2回 近代化する日本と渋沢栄一

渋沢栄一像（国立国会図書館蔵)

みんなの広場
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新会員のご紹介と抱負

“微力ながらお手伝いさせて頂きます”

—足立区に住んで半世紀以上—

少しでも、地域に貢献する事が出来ればと「あだち区民大学塾」のスタッフ

として、この度、参加することになりました。「あだち区民大学塾」の講座は、

今回どんなテーマなのかしら？と。あだち広報紙を楽しみに見ていました。

それが「楽学の会」という NPO のメンバーの方達が企画から運営まですべて

を行っていると云うことを初めて知り驚きと共に感動致しました。

この度、そのお手伝いが出来、自分も学べる事が出来るなんて、こんなに素晴

らしいボランティアは他にはありません。微力ながらお手伝いさせて頂きたいと

思っています。声を掛けてくださった坂本さんありがとうございました。（河野信子）

11 月 運営委員会・報告（11 月 2 日）

代表挨拶・報告及び提案
朝晩寒くなりました。健康管理にご注意いただきたいと思います。

1．先月入会され、先程の講座企画会議で新会員の河野信子さん出席しご挨拶をいただきました。

8月に入会された榊原金市さんに続き、二人目の新会員が入会していただきました。

２．あだち区民大学塾講座

10 月は「中国古代の思想家たちの話」は講師の体調不良により中止となってしまい、

10 月の大学塾講座はありませんでした。

３．受託講座

・心と体の健康シリーズ タンパク質から学ぶウイルス感染症と生活習慣病

11／6・11／13・11／20・12／4（金） 夜間講座 午後 7 時～8時 30 分

受講申込者は 11 月 2 日現在 25 名です。先程、受託講座事前打合せを行いました。

役割分担に従い運営していただくようお願いいたします。

・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

４．月例会

11 月 17 日（火）会員の活動事例発表（金子さん、古性さん）

12 月 17 日 PM3：30～ 「災害時の協力体制について」

5．10 月の「あだち NPO フェスティバル 2020」開催の件

10 月 31 日（土）に足立区役所本庁舎ホールにて開催されました。

活動内容の展示開催からオンラインによる団体の活動内容紹介によるフェスティバルでした。

6．メール受付の件

個人情報保護と、受付業務のコスト、仕事量を考慮し、ホームページでお世話になっている

ロリポップ社に設定されたメールアドレスを使用し運営します。

メールアドレス：info@gakugaku.main.jp

実施時期：2021 年 4 月（令和 3 年度講座）より開催される講座のチラシより

受講者には申込と同時に「自動返信機能」により応募受付を返信する。

メール受付は篠原が担当する。

7.各部局・P.T からの報告および提案 （省略）

次回運営委員会 12月3日（木） 15時から
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◎ 運営委員会

12月 3日 (木）午後 3時～5時 研修室 4

◎ 月例会

12月 17 日 (木）午後 3時半～5時 研修室 4

◎ 学習支援部

12 月 17 日 (木) 午後 1 時～2 時 ワークルー

ム

◎ ボランテイア活動推進部

12月 7日(月) 午後 2時～4時 ワークルーム

◎ 事務局

12月 4日(金) 午後 2時～4時 ワークルーム

12月 11 日(金)午後 2時～4時 ワークルーム

12月 28 日(月)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

12月 17 日 (木）午後 2時～3時半 研修室 4

◎ 大学塾講座企画会議

12月 3日 (木）午後 1時半～3時 研修室 4

◎ 生涯学習センター 休館日

12月 14 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

/Credit :NIAID-RML

◎ 講座名：おはよう健康太極拳
日 時：1月 5 日・12 日・19日 各火曜日

3 日制 午前 10 時～11 時

対 象：どなたでも

会 場：足立区生涯学習センター4 階 講堂

受講料：1,680 円（一般、保険料込み）

1,185 円（70 歳以上の方、障がい者手帳を

お持ちの方、保険料込み）

定 員：30名（事前申込先着順）

講 師：大竹 由美氏（日本武術太極拳連盟公認

A 級指導員）

足立区公認スポーツ指導員

内 容：コロナ禍で運動が不足しがちになっていま

せんか？皆さんの気軽な運動の場として太極拳教室

を開催いたします。コロナ対策に気を付けながらみ

んなで楽しく体を動かして病気に負けない身体を作

りましょう！ 事前申込制です。

◎講座名：大人のそろばんさろん
日 時：12月 7 日（月）・21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 35 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。

事前申込制です。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。

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 「月例会」のご案内
● 12 月 17 日(木）午後 3 時半〜5 時 研修室 4

テーマ：災害時の協力体制について

（マニュアルの説明と施設見学）

皆様の積極的な参加をお待ちしています。

● 令和 3 年 1 月の「月例会」は、休会致します。

（ボランティア活動推進部）

編集後記

「新型コロナウイルスの感染予想」

グーグルが日本での今後

28 日間の新型コロナウイル

スの感染予測の公表を始め

た。「新型コロナウイルス

の感染予想」によると 11

月 15 日～12 月 12 日の 28

日間で、日本では死亡者が

512 人陽性者が 53,321 人と予想される。

厚生労働省などによると、日本国内の直近 28

日間（10 月 20 日から 11 月 16 日）の死亡者は

229 人、陽性者は 2 万 6,094 人と予想。

グーグルは今後、感染拡大のペースが上がると

予測している。予測検索サイトは下記。

https://datastudio.google.com/s /nXbF2P6La2M

で毎日更新され誰でも無料で閲覧できます。

（広報グループ）


