
新新年年ああけけままししてておおめめででととううごござざいいまますす
新型コロナウイルス感染症の中で一年を迎えることになり、未だ収まる気配

はなく、むしろ悪化しております。そんなコロナ禍の中、「あだち区民大学塾」

は施設が閉鎖され企画した 6講座が中止や延期となり、前期 10講座の予定に

対し 4講座で終了しました。足立区からの「コロナウイルス感染防止ガイドラ

イン」に従い実施してきました。皆様のご協力に感謝申し上げます。

厳しい環境の中、講座に参加いただきました多くの受講者の皆様と感染リス

クの中、講座をお勤めいただいた講師の皆様に深く感謝申し上げます。講座運

営に多大なご協力をいただきました足立区生涯学習センターの皆様にも厚く

御礼申し上げます。あだち区民大学塾のコンセプトとして「区民が学ぶ・教え

る・創る」とありますが、「創る」ボランティアのやりがいを感じる講座とし

て、印象に残ったのは 12月に開催された「千住の文化人」の講座ですが、初日に受講者 29名で出席率 100％

を集め開催しました。コロナ禍であっても「区民が学ぶ」という要求が大きく、学習意欲の高さを感じ「創

る」喜びを味わうことができました。また、9月に開催された「日本経済入門 2020」ですが、開催時期が 4

月から 9 月に延期され、テーマも「新型肺炎,米中対立を考える」と変更され、いち早く「新型コロナウイ

ルス感染症が世界経済、日本経済に与える影響」を解説いただきました。「教える」講師の迅速な対応に感

謝します。

今後も「地域で学ぶ人々の応援と自分の輝きを目指す」を理念として、活動を展開していきます。皆様の

ご協力をお願いします。今年も区民の学習意欲に応えるためにも新規会員の開拓と新規講座の開発と講師開

拓を課題として取り組んでいきます。受講者サービスの一環として念願のメールによる講座申込受付を 4

月講座より開始します。順調な運用のため全集中で対応いたします。

1月に開催される「渋沢栄一講座」を前に、自らも成長するためと自粛を兼ね、渋沢栄一に関する本を購

読しています。今年もよろしくお願いします。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

昨年につきましては新型コロナウイルス対策にて施設利用中止などもあり、

大変ご迷惑をおかけいたしました。未だ先が見通せない状況ではございますが、

対策を取りながら、事業運営を進めているところでございます。皆様におかれ

ましても、まず感染防止を第一としてご活動いただければ幸いです。最後に

皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。
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新年のご挨拶
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新年のご挨拶 新型コロナの対策をもとに！
足足立立区区 生生涯涯学学習習セセンンタターー所所長長 平平野野 昌昌暁暁



学習支援部の強化が必須 学習支援部 部長 糸井 史郎

新年明けましておめでとうございます

学習支援部の業務は ①あだち区民大学塾事業（講座検討会議・講座企画会議の運営）②生涯学習セ

ンターよりの受託事業の企画・運営 ③各種機関・団体との連携事業等があります。

① 講座関係では引き続き年間 15講座以上の開催を目指してまい

ります。しかし、講座の魅力向上には絶えず新しいジャンルと講師の開

拓が不可欠です。近年高齢化による体調不安など辞退される講師が続出

していますので、令和 3 年度は 5 人程度の新講師を予定しております。

実現には会員各位のご協力が必要です。新しい講師や講座につき.ご提案

や情報提供をお願いします。

＊検討会議と企画会議は講座の内容をブラッシュアップしてゆくために、

大変重要な会議ですので、なるべく多くの会員のご意見が反映されるよ

うにしたいと思います。会員各位の活発な議論をお願い致します。

② 生涯学習センターには受託講座の企画を提出、あだち区民大学塾事業では、研修室の確保・区報やピ

アナビ原稿・コロナ対策等、講座運営において大変お世話になっています。引き続き率直な意見交換

を行い、スムーズな連携を進めてまいります。

③ 学習支援部会は 8 人の部員がおりますが、体調や高齢化の為、日常活動ができる部員が少なくなって

おります。9月より部員の負担軽減の為、部会とチラシ封入作業を検討会議の日に行い、月間活動を 2

日間減少しました。学習支援部の強化が必要ですので、現在部員を募集中です。

ご協力をお願いします。

“自分”と“ボランティア活動”の充実 ボランティア活動推進部 部長 佐々木 義光

明けましておめでとうございます。昨年のボランティア活動推進部

の活動は、実質的に 7 月講座からでした。月例会は活動開始早々、足

立区生涯学習支援課長 大久保慎也様と生涯学習センター副所長鳥塚

春樹様からご講演をいただいて 2020 年の幕を切りました。

今年は、コロナウイルス感染状況が 1 日も早く収まることを祈りつ

つ、会員相互のコミニュケーションの場づくりとして月例会を創意工

夫して充実させていきたいと考えています。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

和気あいあいと「会」を運営 事務局長 江川 武男

令和３年新年を迎えて

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

昨年は、コロナの影響で計画・予定等を大幅に変更せざるを得なくな

り、大騒ぎの一年でした。まだまだ収束するまでに時間がかかると思

われますが、事務局としては、会員同士一致団結し、ボランテ

ィア精神でこの危機を乗切れるように、努力する所存です。

今年も、会員みんなで、楽しみながら和気あいあいと「会」を運営し

ていきましょう！！

皆様のご協力・ご支援をよろしくお願いします。

新年のご挨拶 各部局長が語る新年の抱負！
学習支援部・ボランティア活動推進部・事務局
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♬ 近近藤藤直直子子 音音楽楽講講座座 ♬

呼呼吸吸とと発発声声のの仕仕組組みみ ～～声声をを育育ててるる～～

私達はみな個々に素晴らしい声を持っています。しかし、日々のストレ

スや肉体の衰え、姿勢の癖など様々な原因で呼吸が浅くなり、本来の声

を使えていないことも多いのです。

また、身近すぎてその仕組みは意外に知っているようで知らずに使って

います。声はどのようにして出ているのか？声の良し悪しは声帯で決ま

るのか？声は使わないと出なくなるのか？など素朴な疑問に答えながら

学んでいきます。

当当会会賛賛助助会会員員 油油井井 久久仁仁子子様様よよりり年年のの瀬瀬ののごご挨挨拶拶をを頂頂ききままししたた

令和二年も残り少なくなりました。楽学の会のニュース、１年間ありがとうございました。

なかなか参加できませんが、ニュースを拝見することで、意味ある学びをいただいてい

ると感じます。今年はコロナetc、課題の多い年でしたが、皆様の心意気と実践で確か

な実りを得たのではないでしょうか。気持ちばかりですが、応援しています。

来年は良い年になりますよう願っています。誠に身勝手乍ら年賀状を失礼致しますの

でご容赦くださいませ。皆々様のご健勝、楽学の会のご発展を祈念いたします。

一言 年の瀬の挨拶まで。 油井久仁子 拝

回 月 日 講義内容 講 師

１
２月 ２日

（火）

● 呼吸の仕組み

全身で呼吸を感じてみましょう

胸式呼吸と腹式呼吸 外呼吸と内呼吸

近藤 直子 氏

・足立区合唱連盟理事長

・・NAO コーラスグループ主宰

・日本声楽発声学会正会員

・Atem-Tonus-Ton 指導者

２
２月２６日

（金）

● 発声の仕組み

あなたの声を育てよう

骨格と共鳴が創る魅力的な声

令和 2年度 第 4ステージ大学塾 開催案内
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毎回 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）
（足立区千住５－１３－５）

１回目：研修室１（5 階） 2 回目：講堂（４階）
資 料 代： １,０00 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、

「音楽講座」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 3 年 1 月 18 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
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千千住住のの文文化化人人～～安安藤藤昌昌益益かからら佐佐藤藤元元萇萇・・森森鴎鴎外外へへ～～
11 月 28 日・12 月 5 日・12 日・19 日の 4 回にわたり、コロナ対策を行い開催された。講師は「安藤昌益

と千住宿の関係を調べる会」事務局長で足立区在住の矢内信悟氏。受講申込は 40名、受講者 29名、延べ出

席者 108 名であった。

第 1回は「もう一つの千住史」として、江戸城や日光東照宮造営の大

棟梁であった甲良家の千住の屋敷跡（旭町）を譲り受けた田村藍水が薬

草の人参栽培を行い、そこに平賀源内が弟子入りして薬品会を開催した。

更に同時期に千住の小塚原で、杉田玄白・前野良沢らが日本初の人体解

剖を行い、千住は南北一体で本草学・解剖学など、近代医学の発祥の地

であったことなどが紹介された。

第 2回は「安藤昌益」で安藤昌益の生涯・著書「自然真営道」の思想・

千住における「自然真営道」の発見とその後の昌益研究の足跡が解説さ

れた。「自然真営道」は複数刊行された刊本（3 巻）と著者の原稿である稿本（101 巻・93 冊）の 2 種類が

あり、その稿本が千住の橋本家に存在したが、東大図書館に寄贈されたものの、関東大震災により焼失して

しまった。幸い肝心な部分 12 冊は貸出されており現存している。昌益の思想は多岐にわたっているが、1

例を上げると「不耕貪食」（耕ズシテ貪リ食フ）で、支配者（貴族・武士）や寄生者（仏者・学者・商人）

など生産労働しない者を激烈に批判している。司馬遼太郎は昌益を「日本で唯一の独創的な思想家」と評価

している。

第 3回「佐藤元萇」は会津出身の漢方医であるが、「自然真営道」

所蔵の千住の橋本家に出入りして、橋本玄益の跡を継いで診療も行

っている。鴎外は千住時代に元萇に漢詩の指導を受けている。「元

萇日記」（1851～71 年）は 2009 年に発見され、「安藤昌益と千住宿

の関係を調べる会」により 2020 年 4月に翻刻・刊行された。「元萇

日記」により今まで判らなかった部分の千住の文化史が明らかにな

ってきた。

第 4回は「森鴎外」。鴎外と千住との関係・人物像の紹介から始まり、師弟関係にあった佐藤元萇との関係

を探っていった。まず鴎外は日記を書いていると思われるが、全集が出るごとに 3次に渡って小出しに浄写

本が発表されているが現物の所在が不明である。更に元萇との関係は不明な点が多いものの、かなり親密な

交流があり、ドイツ時代にも手紙の交換がされているが、元萇の子・益太郎から元萇の千住時代を明らかに

しないように頼まれたのが一つの理由として指摘された。

＊受講者のご意見

・母校である千寿第四小学校（常東小）時代に「嘉慶樹の碑」について先生方より話は聞いておりましたが、

そこに「エレキテル」で有名な「平賀源内」が居たとは思いもよりませんでした。このように知らない史実

を学ぶことが出来、大変楽しい講座をありがとうございました。・小

学生のとき足立区に引っ越してきてから半世紀以上暮らしてきたの

に、地元のことについて全く知りませんでしたが、今回受講させて頂

き、江戸期からこんなに文化的に発展していたエリアだったというこ

とを知って、誇らしい気持ちになりました。

先生のお話はとても判り易く、何よりご自身の熱意が伝わってきて、

2時間があっという間に感じられました。その他、熱のこもった調査

活動と講義に大きな拍手が送られた。 （糸井史郎）

令和元 2年度 第３ステージ 大学塾開催報告
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食品ロスの実態
一人ひとりが出来ること

会場：生涯学習センター 研修室 1、応募者 18名

受講者 18名、延べ受講人数 28名、運営スタッフ 9名

第1回目は、東京都環境科学研究所 環境資源研究課 主任研究員

の小泉裕靖氏を講師に迎え、「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～というテーマで、開催されま

した。本来は、食べられるのにも係らず、捨てられている『食

品ロス』の実態について、廃棄の量は外食産業が 1番多く、2番

目は家庭系となっている。なぜ、食品ロスは出てしまうの

そこには業界の 3分の 1ルール、商習慣「日付後返品拒否」問題が関わっていると指摘された。

削減の取組みとしては「もったいない運動」や「削減キャンペーン」

などが取組まれている。また、新型コロナ禍の影響として、休校や

店舗の休業の影響で在庫の問題が発生しているが、それらは、ネッ

ト販売やテイクアウト等の解決策が取られている。今、一人ひとり

が出来ること、として①冷蔵庫の中をチェックしてから買物に行く

②空腹で食材を買わない③棚の奥から商品を取るのは止めよう等

がある。消費期限は安全の目安、賞味期限はおいしさの目安、良く

考えて自分の行動を決めようと強調されました。

第２回目の、前半は足立区環境部ごみ減量

推進課 資源化推進係長の梶原禎顕氏による

「食品ロスを減らしましょう」と「足立区の

ごみ減量対策」についてという内容で

「3010(さんまるいちまる)運動」で食べ残し

はご法度！自宅でも実践！食事時には食べ

きることを心がけよう。又もったいないレシ

ピの紹介があり、一人ひとりの工夫で食品を

使い切ろう！と提言されました。

後半は、「“がきんちょ”地域食堂」代表 大

山光子氏の子ども食堂での取組みについて

紹介があり「みんなで楽しく食べよう」を目

標に、食材をスタッフや知人からの持寄りや

セカンドハーベスト等からの受取りで運営

しており、見知らぬ人が大勢で食事をするこ

とでやさしい町づくりが出来るのではと話

されました。

※受講生からは有効な行政の取組みにはどんなものが多いのか、食品の無駄を出さない為に何ができるか、

世界的視野で貧困を考えなければ等の意見や感想が出されました。 （市川道子）

令和 2年度 第 3ステージ 大学塾開催報告
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「心と体の健康講座」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
昨年度からの「心と体の健康講座」シリーズとして、今年度は 11 月 6・13・20・12 月 4日（金）午後 7時～

8時 30 分の 4回講座で、応募者 25名、受講者 20 名、延べ 68名の講座でした。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。

第 1回の講義は、「ウイルス感染症」（呼吸器感染症）について以下の 6項目で

解説頂きました。①世界の新型コロナウイルス感染状況（ジョンズ・ホプキンス大学に

よる感染者数Ｍap）②呼吸器の構造と機能③呼吸器感染症とは？（かぜ、インフルエン

ザ、肺炎）④ウイルス感染症（ウイルス接着・侵入・増殖のしくみ）⑤新型コロナウイ

ルス感染症（治療薬・ワクチン）⑥今後の行方（ＰＣＲ検査・抗原検査・抗体検査、など）

の流れで進みました。初めて知ることが多かったのですが、導入で、現在、新型コロナウ

イルス感染者が全世界で毎日 30 万人ずつ増えているとの数字に驚き恐ろしくなりました。

講義は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

ありましたが、新型コロナウイルスの遺伝子変異や血管の炎症を抑制する薬の可能性等のお話は勉強になり

ました。

第２回の講義は、「高血圧」について以下の 7 項目で解説頂きました。①循環器系の構造と機能②高血圧

とはー原因と血圧調整のしくみ ③高血圧の件さと診断 ④高血圧の薬物治療 ⑤血圧を上げない生活習

慣 ⑥高血圧を改善する食事療法 ⑦高血圧の運動療法 の流れで進みました。

高血圧が引き起こす病気の説明と高血圧を放っておくとどうなる？の説明では、身を乗り出しました。

そして高血圧の人が積極的にとりたい食品の説明では、なぜそのようにバランスよく食べなければならない

かがよく分かりました。

第３回の講義は、「脂質異常症と肥満」について以下の５項目で解説頂きま

した。①資質とは？②脂質異常症とは？ ③脂質異常症の薬物治療 ④脂質

異常症の管理―生活習慣病・食事療法・運動療法 ⑤肥満とは の流れで進

みました。 コレステロールって何ですか？のお話では、体内でさまざまな

ものの材料になり、生きる上で欠かせないものですとの説明で勉強になりま

した。食べ物から約 30％とり、肝臓で約 70％つくられるとのことでした。

又、若い 頃と同じ食事量は中年期では“食べ過ぎ”との説明にも合点致しました。

第４回の講義は、「糖尿病」について以下の 5項目で解説頂きました。①糖質の代謝 ②糖尿病とは、

（１型糖尿病・2型糖尿病） ③糖尿病の検査（血糖値、HｂA１ｃ、ブドウ糖負荷試験）

④糖尿病の合併症（網膜症、神経症、腎症） ⑤糖尿病の治療法（食事療法、運動療法、薬物療法）の流れ

で進みました。

前段のところで“こんな人が糖尿病になりやすい”のイラスト付きの 8例が示されました。私に当てはま

るところが 2～3 ほどあり、ドキッとしました。その後の食事療法、運動療法、薬物療法の説明では、かな

り気合を入れて講義に集中しました。

毎回の講義後には、受講者から質問や感想等を受け付けて講師が次回に文書で回答するのですが、受講者の

方々はとても医学に関心が高く、専門的な質問もありました。その質問に答えられる木村講師の回答も図解

入りの丁寧な表現での回答で勉強になりました。 （佐々木善光）

令和 2 年度 センター受託講座 開催報告
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足立区生涯学習センター副所長 香田昭彦様より、学びピア 21 施設内

での活動中における「災害発生時の協力体制について」説明を頂きました。

最初に、実際に火災や地震等の災害が発生した場合に各種講座や説明会

等に参加している方々や私たち講座スタッフを安全に、且つ素早く非難さ

せるための非常放送や避難路、避難器具等の説明がありました。館内は、

避難設備がしっかりと整っていて、講座の受講者の方々を安全に素早く非

難させることができるので慌てず、誘導することが重要だ‼との説明を受

けました。その後、避難器具や避難経路の説明があり、実際に 5階から１

階までの避難設備の設置個所を巡回して、取扱い説明を受けました。

★令和 2 年 12 月 月例会 開催報告★

災 害 時 の 協 力 体 制 に つ い て（12 月 17 日）

災害発生時の協力体制について
生涯学習センター

所長 平野 昌暁

平素より生涯学習センター運営につきまして、ご協力賜り誠にありがとうございます。

さて、災害発生時に貴会の皆様にご協力いただきたい事項につきまして、次の通りとさせていただきたく存じます。

何卒、ご理解、ご協力いただけますようよろしくお願い申し上げます。

〇平常時の確認事項

① 消火器・消火栓の位置と使用方法の確認

② 非常口・避難経路の確認

③ 講座参加者への案内

〇発生時の行動

A．火災の場合（自動火災報知機発報時）

① むやみに非難しないように参加者を落ち着かせる

② 的確な情報収集

情報は防災センターおよび生涯学習センター事務室に集中させるため放送或いは内線電話で確認をお願いします。

◎講座運営担当の方は・・・

☆非常放送にて状況の確認

☆防災センター（内線 101）または生涯学習センター（内線 421～426）にて発生個所を確認する。

☆もし使用場所の近辺で火災があり、目視確認が出来た場合は生涯学習センター事務室または職員へ

連絡する。

③避難誘導を行う

☆非難の開始は非常放送あるいは職員の指示によって行う。

☆講座運営担当の方は、参加者、講師、会員の人数を把握する。

☆けが人がいる場合、救護班へ引き継ぐ。

☆避難所は１階駐輪場、または４階北側駐輪広場（河川敷）となります。

☆事務局での作業中も同様です。

B．地震の場合

①身の安全を守る。

②出口の確保。

③被害状況の確認。

④避難誘導を行う。

※避難場所・・・荒川河川敷一帯

※緊急地震速報は、震度５弱以上の地震を観測時に発報します。
ボランティア活動推進部
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南インド紀行（その 1）
インド：人口 13 億(世界 2 位）、面積 320 万ｋ㎡(世界 8 位)宗教：ヒン

ドゥー教 81％、イスラム教 11.4％、キリスト教 2.3％、仏教 0.8％。大き

く 4 つの民族からなる。南インド：ドラビダ族(北部よりインドアーリア

系の侵略)成田から首都デリー経由約 10 時間でチェンナイ(旧マドラス)に

到着。タミルナード州都で 700 万の大都会(インド 4 位)「東インド商会」

の本拠地で超高層ビル群が建つ近代都市であるが、郊外に出ると状況は

一変する。余談であるが、デリーまでの機内で隣席の若いインド人が、

かさのある荷物を大事そうに保持、お土産の日本人形との事。ＩＴ関係

の仕事で日本に滞在、久しぶりの帰国と喜んでいた。小生の片言英語、

彼の片言日本語、何とか意思疎通・会話ができた。インドで 2 番目に

古い博物館、イギリスの軍事基地セント

ジョージ砦等を見学後、カーチンプラム

にバス移動、ヒンドゥーのカイラーサナ

ータ寺院、エーカンバラナータル寺院の

素晴らしい彫刻美に感動‼さらに南下し、

カレー料理の昼食後、世界遺産のあるマ

ハーバリブラムに移動。7.5 世紀に建造

されたドラビダ建築の原型とも言われ巨

大な 1 枚の花こう岩をくり抜いて作られた

「5 つのタイプの寺院」(ファイブ・ラタと言う)。堅い花こう岩をここ

まで掘り抜き、装飾を施した技術・素晴らしさに感動した。その他、

「アルジュナの苦行」又は、「女神ガンガーの降下」と言われる彫刻

は、石に掘った世界最大級のレリーフで、縦 20ｍ 横 13ｍの壮大な

規模で伝説を表現している。クリシュナのバターロールと称する安

定した奇岩のたたずまい、付近の海岸にある「海岸寺院」と見どころ

満載であった。

＊移動中のトイレ事情は極めて悪い。

トイレ普及率は、2～3 割程度。庶民

は付近の空地で行うため、レイプの

温床となっている。旅行者も同様で、

給油所が NO の時は、野原、用水路

等にて実施。

＊カースト制度は、インド憲法により禁止されているが、長年の習

慣により根絶は厳しく、特に農村地区では、困難。女性蔑視の因習

を含めどう克服するか、大きな課題である。

【次号へ続く】 （記：江川武男）

エーカンバラナータル寺院

ファイブ・ラタ

カイラーサナータ寺院

アルジュナの苦行

クリシュナのバターロール

みみんんななのの広広場場

海岸寺院
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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
新型コロナウイルス感染症で連日多くの人が感染されているニュースが流れ不安な毎日です。

会食での感染リスクが高く、外での飲食が制限されているため、残念ながら今年の忘年会、来年の新年会は

見送りとさせていただきます。

(1) あだち区民大学塾、

令和 2年度前期はコロナウイルスの影響もあり、10講座の予定に対し４講座開催終了しました。

後期も 2講座が中止となり、令和 2年度は 10講座の開催で終了の見通しです。

① 11月 28 日から「千住の文化人」の講座がスタートしています。

4回講座で 12/5、12/12、12/19

1 回目の受講者は 29名でキャンセルを除き 100％の参加率でした。

② 12月は「食品ロス」の講座で 1回目が 12/1に開催されています。

2回講座で 2回目は 12/15 となっています。

（2）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・11/13・11/20・12/4（金） 夜間講座 午後 7時～8時 30 分

3回終了し、最後の 4回目が12/4 となっています。

② 新企画「健康で働くひけつ」は講師の都合が付かず、企画中止となりました。

（3）12 月の月例会

12月 17 日（木）生涯学習センターにご協力いただき避難訓練を実施します。

「災害時の協力体制について」（災害時の行動と避難誘導）

皆様の参加をお願いします。

（4）メール受付の件（先月にもご案内しましたが改めて連絡します）

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

メール受付：篠原 自動返信機能：このメールはシステムより自動的に送信されています。

（5）FAX 付電話機の件

今月、購入される予定です。

（6）楽学ニュース 269 号 12 月発行

2021 年を迎えて新年の抱負について投稿をお願いします。

（7）部局会・PTよりの連絡・報告

省略（諸会議等の議事録参照）

次回運営委員会 １月７日（木） 15 時から（研１）
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講座の開催は、感染予防の万全対策で開催しています。

受付で検温 受付で体調チェック 講師もマスクで講演

入口で周知 ソーシャルディスタンス 休憩時の換気 終了後の除菌作業



◎ 講座名：知れば安心がん情報
日 時：1月 31 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 4階 講堂

受講料：無料 定 員：100名（事前申込先着順）

講 師：若尾 文彦氏（国立がん研究センターがん

対策情報センター長）

内 容：二人に一人ががんになる時代。信頼できる

情報を得て正しく行動することの大切さを、国立が

ん研究センターの若尾文彦先生が分かりやすくお

伝えします。座席の間を十分に取り、コロナ対策に

配慮して開催しますので安心してお越しください。

※手話通訳・磁気ループの用意があります。

ご希望の方は FAX・メールでご連絡下さい。

◎ 講座名：東京未来大学公開講座

残したい記憶を絵日記のように描く

記憶画講座
日 時：2月 19 日（金）、3月 5 日（金）

午後 1 時 30分～4 時 30 分

対 象：16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：1,200 円（一律）定員：20 名（事前先着順）

講 師：髙橋 文子氏（東京未来大学准教授）

内 容：絵日記を描くように昔の記憶をたどって楽

しくお絵かきをしてみませんか。記憶は私たちの内

側にあって，なかなか取り出すことができませんの

でまずは言葉で語り合います。そして今回は特に構

図について，様々な資料を参照しながら学びます。

近づいてみたり離れてみたり，よりぴったりくる表

し方について，色鉛筆や水彩などを使って試作して

みましょう。 ※クレヨン、クレパス、鉛筆、色鉛

筆、スケッチブック（A4）、筆ペンまたは油性サイ

ンペンなど使い慣れた道具をお持ちであればご持

参ください。

※受講料は講座初日に会場でお支払いください。

申し込みは、電話（03-5813-3730）又は直接窓口

インターネット[近所 deまなびナビ] で検索

イベント・講座情報→講座予約システム
※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。

◎ 運営委員会
1 月 7 日(木) 午後 3時〜5時 研修室 

◎ 月例会
1 月 19 日(火) 午後 3時半〜5時 研修室 

◎ 学習支援部
1 月 19 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 8 日(金) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

◎ 事務局
1月 15 日(金) 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
1 月 19 日(火) 午後 2時〜3時半  研修室 

◎ 大学塾講座企画会議
1月 7 日(木) 午後 1時半〜3時  研修室 

◎ 生涯学習センター 休館日
12月 29 日(火)～3年 1月 3日(日)
1 月 18 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

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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令令和和 33 年年１１・・２２月月「「月月例例会会」」ののごご案案内内
1 月 19 日(火）午後 3時半〜5時 研修室

テーマ：あだち区民大学塾運営マニュアル
（マニュアルの説明と意見交換）

令令和和 33 年年 22 月月「「月月例例会会」」ののごご案案内内
2 月 15 日(月）午後 3時半〜5時 研修室

テーマ：榊原会員による自己紹介とミニ講座
＊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）

「「新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染ののゆゆくくええ」」

2019 年 12 月、中国で原因不明の
肺炎が集団感染したことが WHO に
報告され、その後「新型コロナウイ
ルス」であることが判明した。
最初の発症者が確認されてから、
1 年を経て全世界の感染者数は 8,200 万人．死

者数 180 万人と驚異の拡大を続けている。日本に
おいても感染者総数は 23 万人（東京 58,000 人・
足立区 3,030人）を超え、死者数も 3,400人（東京
620 人・足立区 44 人）に達している。連日陽性判
明者数が最多を更新するなど、全国の医療提供
現場では現状認識が最も厳しい「逼迫」状態にあ
ると悲鳴が上がっています。WHO が収束宣言する
日はいつになるのか？ 世界中から感染者がいな
くなる（終息）は難しく「最悪は、季節性インフルエ
ンザとなって根付く可能性もある」との研究者の
声も届く、丑年．ワクチンが出来た後も、感染防止
の心構えと生活習慣を重視した生活を心がけ【コ
ロナ】に立ち向いましょう。
＊英政府が新たな変異種が南東部で見つかり急

速に感染拡大していると発表。ワクチンとの効果
や今後の脅威に対しても気が許せない。

（広報グループ）

編集後記

NIAID-RML


